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要約 
 
日本語（Japanese） 

 
本研究調査報告書は四半期開示制度を含むディスクロージャー制度やコーポレ

ート・ガバナンスや新しい上場市場の設計に関するレポートです。学術上の様々

なプロトコールの遵守を迫られる研究論文や、ディプロマシーの原則に縛られ

る政府報告書ではありません。理論や専門用語や実証データを多用してアカデ

ミックな客観性や正確性を担保しても、読者に「実感」がわかないのではあまり

意味がありません。それよりは「日常の経営者や労働者であり生活者である国民」

に読まれ、共通意識を育み、将来に向けて希望を見出す課題提起型であり、解決

提案型のレポートでありたいと思っています。 
 
本レポートが想定する「日常の経営者や労働者であり生活者である国民」とは主

として企業で働く多くの従業員です。例えば上場約 3,800 社の連結従業員やそ

の他の大企業の従業員合わせて約 2,000 万人であり、従業員をリードして日常

業務を遂行し事業継続の責務を担う経営者であり、そして誰よりも大切なのは、

近い将来そうした労働者であり生活者となる学生・若者です。そうした一般社会

人や学生諸君に「十分理解され」、「一緒に考え」、「将来をデザインする」ために

は、専門用語を多用して学術的な厳格性を装うよりは、多くの読者に親しみを感

じてもらい、共感を得やすいレポートであることを願っています。数式や実証デ

ータでいっぱいの近づき難い学術書であるよりは小説的な「読み物」でさえあり

たいと思っているほどです。 
 
この「読み物」を志す意図は次の通りです。近年の会計やコーポレート・ガバナ

ンスや経済運営に関する議論は、「知ったかぶり」（節 2.1.2.）を上手に貫く一

部の研究者や専門家や官僚や経済メディアに独占され、「社会批判合理性」（すな

わち開かれた社会の中での継続的な議論による改善）が発揮されていません。今

日、市民生活の中で多大な影響力をもつに至ったビジネス・経営・経済の主体は

「日常の経営者や労働者であり生活者である国民」であるべきです。何をそんな

に自明のことを力説しているのだろう、と思われるかもしれませんが、実は近代

の会計やディスクロージャーやコーポレート・ガバナンスに関する基準・規則は、

その多くが「投資家のため」を前提としています。歴史的にはそれなりの大義や

社会的正当性がありました。しかし成熟経済社会を迎えて久しい現在もなお、

我々はほぼ無批判に投資家保護・優遇政策を続け、投資価値や株価の最大化を優

先してしまいがちです。その結果、多くの「日常の経営者や労働者であり生活者

である国民」の価値や、より良い将来の制度設計の機会が失われる可能性を危惧

しています。こうした背景から、本レポートは経営者や従業員をはじめとする多
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くのステークホールダーが、自分たちの置かれた状況を日常の言語で「分析・綜

合・止揚」する機会を提供し、その結果として働く者の動機やプライドを回復し、

より良い経営・経済制度の基礎を醸成することを祈念しているものです。「分析・

綜合・止揚」と、少し難しく聞こえる言葉も使いますが、平たく言えば「違う立

場におかれた者の間の意見や利害の対立を明らかにし（分析）、それをお互いに

理解し（綜合）、共にそれを乗り越えて共通の高みに至ろうとする努力（止揚）」

のことです。 
 
ここで本レポートが広範なスコープを対象とするに至った経緯を説明しておき

ます。当初、本レポートに与えられた課題は、狭義に四半期開示制度の改廃に向

けての議論を整理することでした。しかし、通常そこでの議論は「情報の非対称

性」や「モニタリングとガバナンス」、「価値有用性」、「流動性」や「資本効率」

といった英米で展開されてきた会計やファイナンスの用語に満ちあふれていま

す。先にふれたように、実は、こうした用語の多くは「投資家のため」を前提と

しているために、こうした前提や理論やフレームワークの中で、広く「日常の経

営者や労働者であり生活者である国民」のための議論を展開することは困難で

あるとの判断に至りました。 
 
確かに、かつてファイナンスや投資は「日常の経営者や労働者であり生活者であ

る国民」のためにとても大切な分野でした。資本（カネ）は希少資源であり、こ

の下では投資家を厚く保護して資金の集中投資を図ることで経済の発展を目指

すことには社会的正当性が有りました。しかし日本では、2000 年ころから企業

の資金は余剰しています。高度成長期はもとよりバブル経済も経験して「成熟経

済社会」を迎えたからです（第４章で詳述）。この状況は今後もなお高い潜在的

成長率が期待される英米や新興国とは全く異なる経済社会構造であり、社会発

展段階です。ゆえに、英米に支配的な理論やフレームワークを前提に推進されて

きた四半期開示制度をはじめとするディスクロージャー制度や企業統治や市場

の在り方を根本的に問い直す必要性を感じたわけです。換言すれば、本レポート

は、世界に先駆けて成熟経済社会が深化した経済大国、日本において「日常の経

営者や労働者であり生活者である国民」のためのディスクロージャーや企業統

治はどのようにあるべきか、市場はどのようにあるべきか、その結果どのような

経済社会が形成されるべきか、そうした大切な点を問う研究調査書です。 
 
通常、会計やディスクロージャーは既に存在する経済事象を客観的に表彰する

技術的なものにすぎないととらえられがちですが、実は市場や経済社会の在り

方を規定する根本的なルールとしての側面、すなわち「社会構築（主義）的な側

面」があります。このルールを少し変えてやるだけで市場や経済社会の態様がガ

ラッと変わる「ナッジ」であり「政策ツール」でありうるのですが、研究者にも
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政府関係者にも十分な理解が浸透せず有効利用されていません（詳しくは スズ

キ 2020aを参照）。本来、四半期開示制度に限っても多くの論稿を必要とすると

ころ、本稿があえて広く外延まで取り扱うことにした意図は、そうした会計やデ

ィスクロージャーの社会構築的で総合政策的な側面を強調し、今後多くの関係

者の理解を得るとともに、政策ツールとしての推進を図りたいとの思いもあり

ます。 
 
第１章は本レポートの「背景」や「目的とスコープ」をまとめています。会計や

ファイナンスの世界では、往々にして時空を超えた真理が存在するかのような

議論が展開されます。しかし、我々は「６Ｗ２Ｈ＋Ｅ」、即ち、いつ（When）、何

処で（Where）、誰が（Who）、誰と（Whom）、何を（What）、何のために（Why / For 

What）、どのように（How）、どれくらい（How much）行うべきなのか、というコ

ミュニケーションの基礎と社会規範（Ethics）に照らして、「開かれた社会」の

中の議論となっていることを確認しながら議論を展開します。例えば投資家保

護・優遇政策として「四半期開示制度」を例にとり、これを改正するにしても、

維持するにしても、「６Ｗ２Ｈ＋Ｅ」を念頭に置いて誠実な議論を展開してゆき

ます。こうして「６Ｗ２Ｈ＋Ｅ」に忠実に丁寧に議論を展開して気が付くのは、

過度の単純化を恐れずに言えば、本邦のおよそ 2000年以降の投資家保護・優遇

政策の継続は、今から 10年、20年後の国民経済に資するものでは無いのではな

いかとの疑問であり反省です。「資本効率」や「株価」という言葉や概念を中心

とした投資家保護・優遇政策から、バランスの取れたマルチ・ステークホールダ

ー主義的な経営（特に経営者と従業員重視の経営）への転換を早急に推進すべき

ではないかとの方法論的懐疑です。 
 
第２章、「研究調査の方法とプロセス」は、少し専門家や研究者向けかもしれま

せんが、第３章以降をよりよく理解するために、一般読者にも通読していただき

たい部分です。しかし、ある意味、本研究調査の採用する方法は常識的です。通

常多くの研究者が採用する統計的な仮説—検証型実証研究や理論研究やケース・

スタディーとは異なります。本レポートがなぜ常識的な「日常言語」や「議論」

や「分析・綜合・止揚」にこだわるのかを、「制度設計の原理」という観点から

説明する予定です。 
 
ここに「制度設計の原理」とは、第１章のコンテキストの中では「日常の経営者

や労働者であり生活者である国民」が抱く仕事上の「遣り甲斐」や、「プライド」

や、努力や工夫やイノベーションの源泉としての「動機」を尊重することです。

「今日の従業員はどうしてここまでやる気をなくしてしまったのか！」（電気機

器大手会長；2019 年 11月 25日）。これは高度成長期に生き、熾烈な競争を勝ち

抜いてきた多くの経営者に聞かれる嘆きの一つです。本研究調査は次のように
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考えます。日本は高度経済成長や 1980年代のバブル経済も経て、既に質の高い

生活や社会を達成したがために、過去 20－30年は「成熟期のプラトー」（高原や

定常状態を示す用語：高止まり）を経験しています。この「成熟期のプラトー」

は所謂「失われた 20 年、30 年」とは異なる性質のものと考えます。「成熟期の

プラトー」に立つ我々が優先すべきは、もはや「利益」や「資本効率性」の最大

化ではないのかもしれません。一見、誰も反対することが出来ない「利益」や「資

本効率性」の最大化の名の下に、「日常の経営者や労働者であり生活者である国

民」が多大な犠牲を強いられており、自ら生産する付加価値の公正な分配が受け

られていないとしたら、この国の経営や経済は徐々にその活力を失ってゆくよ

うに考えます。本レポートは、成熟経済社会で最も重要なステークホールダーた

る「日常の経営者や労働者であり生活者である国民」の遣り甲斐や動機やプライ

ドを回復する新たな政策の基礎を形成したいと考えています。 
 
上記で「優先すべきは利益や資本効率性の最大化ではない」などと言うと、「あ

あ、縮小均衡主義者か」、「定常経済論者か」、「共産主義・社会主義者か」と早合

点する読者もいるかもしれません。しかし、議論は異なります。これまでの経済

で希少資源として保護・優遇された資本（カネ）に代わり、成熟経済社会で希少

であり大切な資源は、高い動機やプライドを持ち合わせて事業を運営する人（ヒ

ト）であるという議論です。本レポートは歴史的には「資本」が大切で、「投資

家のための」会計やファイナンスが国民の生活を豊かにしてきたことを疑いま

せん。ただし、今日なお「資本」や「投資家」を最優先する政策を続けているだ

けでは、今度はその負の効果が発現する局面が支配的になってくることを危惧

しています（第４章で詳述）。多くの関係者の間で、この経緯や構造に関する理

解を促進し、「日常の経営者や労働者であり生活者である国民」が適切な「動機」

や「プライド」を回復するための新たな経営・経済制度を醸成するための前提と

して、日常言語を基調とした「議論」や「分析・綜合・止揚」の機会を提供する

ことが大切であると考えています。 
 
第３章は歴史経緯（節 3.1.1.）、国際比較（節 3.1.2.）およびステークホールダ

ーのセンチメントから構成されています（節 3.2.）。 
 
節 3.1.1.では四半期開示制度が導入された背景を理解するために、同制度が本

格的に検討・導入された 2000年代初頭の経緯を政府レポートや担当大臣の言動

などを通して回顧します。ここでのポイントは投資家保護・優遇政策としての四

半期開示制度に社会的正当性が与えられ、導入されるに至った大義や政策目標

を再確認することです。その政策目標とは 
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（a） 国内の家計金融資産を、上場資本市場の整備を通して企業に提供するこ

とで企業の生産能力や生産性を高め、同時に 

 

（b） 投資家や株主によるモニタリングとガバナンス機能に依拠して優れた経

営者を選抜することで高い経営効率を追求し、もって 

 

（c）国民経済の発展に資すること 
 
でした。これは 2000年代初頭の小泉政権が推進した「サプライ・サイド・エコ

ノミクス（消費者の需要管理よりも、企業の生産能力の向上を目指す経済政策）」

の追求による国民経済の発展計画の一環でした。しかし、今日、四半期開示制度

の改廃が議論されるにあたって、この理論の妥当性や政策目標の達成度が政策

評価基準となることはありません。もっぱら「情報の非対称性」や「価値有用性」

や「流動性」や「資本効率」といった狭義に投資家のための評価基準が用いられ、

結果として四半期開示制度の維持・継続が主張されてしまっています。 
 
節 3.1.2.では、政府は四半期開示制度は主要国の「標準である」として当面の

継続を主張していますので、本研究調査でも独自にマルチリンガルの現地調査

員を採用し、個別に海外事情を調査しました。調査の結果、政府による海外事情

の調査（或いはその公表）は著しく均衡を欠き、ミスリーディングな国際状況の

解釈を展開することによって、日本の四半期開示制度の維持継続が主張されて

いることが分かりました。本研究調査によれば、主要国の動向は明らかに四半期

開示制度による負担や弊害を軽減する方向性で一致しています。例えば、英国、

ドイツ、フランスでは四半期開示制度は原則廃止されています。ドイツの証券取

引所では、任意開示の場合でも「財務数値を含まない経営者の言葉による説明で

十分たりる」とのルールが公表されています。また 2018年からは米国でも四半

期開示制度廃止や軽減に向けての動きが加速したのは記憶に新しいところです。

更に 2020年には海外投資家の影響を受けやすいシンガポールでさえ、国内の経

営やガバナンス強化のために、原則的に四半期開示制度の廃止を決定していま

す。仮に日本の開示制度を改廃するにあたり「海外の動向」を参考にするのであ

れば、こうした最新で正確な情報をベースとすることは当然ですし、それよりも

日本独自の環境や事情に応じた主体的な政策判断を下すことが求められていま

す。 
 
節 3.2.では、こうした歴史経緯や国際状況の中で、現代日本において各ステー

クホールダーはどのような「センチメント（市場における日常感覚）」を抱いて

いるか、適切に分類されたステークホールダーごとの分析を試みます。このため

には書籍や論文はもちろんですが、経済誌やウェブサイトやブログ、ＳＮＳなど



7 

に観察される幅広い関係者の感情や見立てを可能な限り拾い集め、さらに必要

な場合にはアンケートなどを施して整理・綜合に努めました。ここでのポイント

は以下の３点です。 
 
（a）企業・経営者側にすると 2000 年以降の資金需要は極めて限定的であるに

もかかわらず、投資家保護・優遇政策の一環としての四半期開示制度が強化され、

金銭的にも、時間的にも、精神的にも機会費用が累積しています。上記の通り、

当初制度が期待していた、経営に与するような投資家によるモニタリングやガ

バナンスも実現しておらず、かえっていわゆるショートターミズムを助長した

り、利益操作や不正を誘引したりする結果を招いているとの懸念が高まってい

ます。 
 
（b）同様のセンチメントは企業・経営者側にだけでなく、投資家やアナリスト

側にも観察されます。本研究調査のアンケート調査によれば、四半期開示情報を

最も利用しているはずの投資家やアナリストでさえ、同制度をさほど重要であ

ると考えている事実はありません。またランキングの高いアナリストであれば

あるほど四半期開示情報を重要視していないことも見てとれます。パッシブで

短期的な売買を繰り返して利益を創出せざるを得ない市場構造にあっては、投

資家やアナリスト自身が、当初期待されたモニタリングやガバナンス機能を果

たせるはずがないことを自認しています。四半期開示情報の内容や実質よりは、

年に４回という決算発表の頻度自体が投資家やアナリストの利益機会になって

いるとの自戒の念も聞かれます。更に、数少ない長期投資家が四半期情報は企業

経営の進捗状況をモニターするのに重要だと主張する場合であっても、そのモ

ニタリングとは投資家側の投資効率計算のための有用性であり、これが優れた

経営者を選抜し、高い経営効率を推進し、新たなエクイティ・ファイナンスによ

る事業拡大を実現するよう好循環には結びついていないことが説明されていま

す。 
 
（c）その他のステークホールダーとしての公認会計士やＩＲコンサルタント、

企業情報提供会社等も、定期・高頻度・形骸化された四半期情報の作成や監査や

ＩＲに遣り甲斐やプライドを感じていません。にもかかわらず、四半期開示制度

は高頻度で定期的な収益機会を提供してくれるために、積極的に反対意見を発

信することが出来ず、制度の最適化に向けての貢献ができない、いわば「罠」、

「制度の失敗」に陥っています。収益に見合う十分なサービスを費用負担者（企

業）側に提供できていないことに一種の罪悪感や「プライドの喪失」を覚え、プ

ロとしての将来性に疑義を感じていることが示されています。 
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総じて、全てのステークホールダーに共通して観察されることは、彼ら自身の言

葉として、「プライドの喪失」です。プロとしての仕事の遣り甲斐を見いだせず、

会計やファイナンスのジャーゴン（難解で批判を寄せ付けないような専門用語）

によって保身を図らざるを得ないようなジレンマに陥っているようにみえます。 
 
第４章は、前章が個々のステークホールダーを単位にミクロ的な分析を進めた

のに対し、今度はマクロ統計を使った分析です。四半期開示制度をはじめとする

投資家保護・優遇制度は、そもそも英米の投資家・株主第一主義をモデルとして

います。英米では四半世紀後に、まだ人口が 10％以上増加します。これを背景

に高い潜在的経済成長が期待され、今後も「投資」を重用した成長モデルで経済

社会の厚生の向上を実現できる可能性はあります。 
 
しかし日本では疑問です。というのは、そもそも投資というのは高い潜在的成長

が見込まれる企業や市場に先行して資金を投入し、その企業や市場が成長した

段階で、増幅した資金の回収を図るスキームだからです。日本の人口は 10％以

上減少します。英米や新興国が労働人口や消費人口というマクロ成長会計の最

も基本的な要素の増加をベースに高い潜在的成長率を維持しうるのに対し、日

本でそのような成長を期待する投資家や調査機関は存在しません。とすれば、日

本においては、投資家は資金を投入するよりは回収する局面に入っていても当

然です。次のグラフは図表 22 と図表 26 を先取りして簡略的に示したものです。 

 
およそ 2000 年以降、投資家は資金を企業に投入するよりは、「配当＋自社株式

買い」を通して資金を回収している局面が顕在化しています。マクロ的に見れば、

これは制度が当初期待していた「国内の家計金融資産を、上場資本市場の整備を

通して企業に提供することで企業の生産能力や生産性を高め」という政策目標

と背反する現象を観察していると言えるでしょう。 
 

1960 年から売上、給与、投資、配当が何倍に増えたか 
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確かにグローバルレベルで見れば、未だに投資家・株主第一主義による効率的な

成長拡大が図られ、新興国や英米にはそのメリットを享受する可能性が残って

いるのかもしれません。ただし、日本という特定法域の政策を議論している時、

地政学的・言語的独立性の高いローカルとしての日本が成熟経済局面を迎えた

のであれば、「投資家による資金の回収」が起こることは経済合理性の当然の帰

結でしょう。こうした局面を評して、或る欧州のビジネススクールでは次のよう

な見解が表明されています。日本市場が本格的な衰退期に入る前に短期に利益

最大化を図り「自社株式買いを推奨することで一株当たりの価値を高め、生み出

された付加価値を事業に再投資するよりは、高い配当を要求し、それを継続する

ことが不可能となるまでしゃぶりつくし（“till they suck to the very 

marrow”）」、最終的には「株価が下がる前に高値で売り抜けることが最も効率が

良い」。 
 
このような見方を紹介すると、本レポートは投資家や株主に責任を転嫁しよう

としているのかと誤解が生じるかもしれません。事実は逆です。投資家にしてみ

れば、リターンを最大化しようとするのが経済合理性に基づく原理的な行動で

す。歴史的に、制度はそうした原理を利用して投資家からリスクマネーを拠出し

てもらうことに成功し、国民経済を発展させるのに貢献してきました。これを今

になって、投資家は自分勝手だなどということはできません。ただし、こうした

経済合理性の追求が本邦の経済社会の発展に貢献し、そのために投資家保護・優

先策に社会的正当性が与えられてきたのは、成長経済が予定されていた過去で

あったことを正面から受止めて、制度の改正を図る時期に来ていることは感じ

ます。 
 
将来は更に心配です。すべての金融・証券系調査機関が示すように、長期潜在成

長率が１％に満たず、英米や新興国との比較において競争力で劣る日本におい

て、グローバル化した投資の原理を中心に据えた政策を続けることは合理的で

しょうか。本レポートが危惧しているのは、かつて日本の発展に貢献した現行の

投資家保護・優先政策が、今、日本国内においては負の局面を発現しはじめ、更

に深化し続ければ、投資家も含めて国民全体の厚生が棄損する可能性です。成熟

経済社会を迎えた日本に必要なメインテナンスやサステナビリティのための資

金や国富の外部流出を促してしまうような制度と化してしまっているのであれ

ば、早急に改正する必要があるということです。一部の投資家や官僚や政治家は

それに気が付き始めているにもかかわらず、現行制度としての短期利益最大化

ゲームの中で職務を遂行しなければなりません。短期に利益を上げて、株価が高

くなることを「よし」とするゲームの中で、長期に必要な政策に方向転換できな

い「罠」に陥っているようです。 
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実は、この現象は日本に限ったことではありません。現行の会計やディスクロー

ジャーや投資や市場の枠組みでは、四半世紀後には日本よりも深刻な成熟化が

予想される中国やインドでも同様の現象が起こることが危惧されています。当

初、希少な資本（カネ）に対する高いリターンを求める経済合理的な行動は、豊

かな社会の実現に寄与しますが、発展後には同じ経済合理性の追求が所得格差

を生み、社会のサステナビリティを棄損するという大きな時代の変化・難局が予

想されています。本レポートはこうした難局を「成熟経済社会のアポリア（不可

避で脱却困難な構造）」と呼び、現代および近未来の日本が克服すべき最重要課

題としてとらえています。これまでのところ、こうしたアポリアに対し優れた日

本企業は海外展開によって国内の困難を補い克服してきました。ミクロ、即ち

個々の企業におては、いつの時代でもこうした成功例が観察されます。しかしマ

クロ的に見れば、25 年後には多くの新興国でさえ成熟化の局面を迎え、日本の

海外戦略の効果は大きく減殺されるものと予想されます。この意味で日本は 25

年後には全世界的に求められる成熟経済社会の管理モデル開発の先頭を走って

いる、走らされていると考えています。 
 
本研究調査では、まず、そうした難局を乗り切るために既存の制度の見直しを急

く「安定政策」を提案します（第５章、６章）。そして更には「積極政策」とし

て「カネ」に代わり「ヒト」を効果・効率的に活用する全く新しい制度設計を考

えます（『補論』参照）。 
 
第５章では、政府の見解を批判的に検討します。金融庁ディスクロージャー・ワ

ーキング・グループ（ＤＷＧ）は最新の報告書『資本市場における好循環の実現

に向けて』（2018年６月 28 日）において、四半期開示制度は海外における標準

であるとか、合理的な株価決定に与しているとか、それを廃止しては海外投資家

の行動に負の影響を与えかねないという理由で、当面の間、現状を維持する方針

を打ち出しています。しかし、本レポートは、政府のこうした分析や見解に対し、

逐一詳細な検討や批判を提示し、「現状維持」の判断・方針は誤りであろうとの

見解を示します。企業が多額の機会費用（概算、年間 3,000億円）を負担してい

るにもかかわらず、その情報を最大限活用するはずの投資家やアナリストでさ

え十分な効果を認識していません。それどころか、企業と投資家・アナリスト双

方から、所謂ショートターミズムに関する懸念が継続的に訴えられています。更

に 2018年以降は、急増したＩＦＲＳ採用会社に対しては特別な配慮も必要であ

ることから、四半期開示制度の見直しは焦眉の急と考えます。少なくとも、制度

導入当時の政策目的が長期に達成されていないとの世論が支配的な状況を鑑み

れば、政府は説明責任を果たすべきです。説明責任が果たせないのであれば、政

策評価や改廃の原則にしたがって、当面の安定政策としては四半期開示制度導
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入前の状態へ回帰すること、すなわち半期報告書制度を回復することを提言し

ます。 
 
第６章では、これまでの議論をまとめると共に、早急な制度の見直しの必要性を

訴え「四半期開示制度導入前の状態へ回帰する」政策の詳細を提案します。要点

は以下の通りです。 
 
（１）法定四半期報告書制度に関しては、制度導入の正当性を与えた政策目標が

達成されていないばかりでなく、立法趣旨とは逆の効果が発現している状況が

危惧されています。であるとすれば、政策科学の原則に従って制度導入前の状態

に戻すこと（法定四半期報告の取り消し）を求めます。即ち、半期報告制度（本

決算と第２四半期報告の年２回の決算）を回復することを提言します。ただし、

これに関して、行動心理学・経済学（特に所謂「囚人のジレンマ」や「ハーディ

ング効果」）の示唆するところは、一度強制された四半期開示制度を、単に「任

意扱い」にしたところで四半期開示行動に大きな変化は見られないであろうと

いう予想です。従って、政府においては、原則として全ての企業が四半期情報の

開示を廃止することを基本とし、そのうえで自ら積極的に四半期開示を実施し

たい企業のみ簡易な申請手続きを経て実施可能とするような制度移行上の工夫

を求めます。この工夫により、四半期開示制度を必要としない大多数の企業も、

積極的に同制度を希望する少数の企業も、共に高いメリットを享受することが

できると考えます。 
 
（２）民間のルールである証券取引所四半期決算短信に関しては、近年の簡易化

の方向性を支持します。ただし、会員企業の意向や一般公共性に鑑み、本邦経済

社会のサステナブルな進展に与しない限り、廃止の方向で更なる改革を提案し

ます。 
 
（３）このような改革の提案は、適時開示のメリットを減殺することを意味しま

せん。経営環境の急激な変化が生じた場合には、遅滞なく開示する制度を強化す

ることを併せて提案します。この場合の「強化」とは「経営環境の急激な変化」

の具体例の列挙や、企業及び役員双方に対する罰則規定の整備を含むものとし

ます。更に、これまでの投資家・株主によるモニタリングとガバナンスを補完し、

より効果的な経営を推進する新たな制度設計（積極政策）に着手する必要も指摘

します。 
 
最後の点については、試論で『補論』という建付けながらも、具体的に新しい制

度設計を紹介します。第６章の制度の改正案が当座の安定・修正政策であるのに

対し、中長期的に求められる積極政策を提言します。これまでのガバナンスが投
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資家・株主による「外部からのガバナンス」であったのに対し、経営者や従業員

を中心とする「内部からの自律的なガバナンス」を求めて大胆な提言をいたしま

す。2000 年ころまでの日本に必要であったのは希少材としての資本（カネ）で

あったのですが、現在の日本で希少であり必要とされているのは創造性豊かな

ヒト、従業員であり、そうした従業員をリードする優れた経営者です。そうした、

ヒト重視の経営への転換を目指して新しい制度設計を提案します。日本がもう

一度高い動機と責任感と想像力に富んだ人材に満ち溢れる市場に回復するため

に必要な条件とは何でしょうか。『補論』では制度設計の科学を応用し、会計上

のフォーマットに少し工夫を加えて「ナッジ」として利用することで、経済社会

に大きな変化の可能性を探ります。 
 
この「要約」の最初の方で、会計やディスクロージャーには市場や経済社会の在

り方を規定する根本的なルールとしての側面、すなわち「社会構築（主義）的な

側面」があると説明しました。ルールを少し変えてやるだけで市場や経済社会の

態様がガラッと変わる「ナッジ」であり「政策ツール」でありうると。『補論』

では、この知恵を応用して、時間と社会コストを最小限にとどめながら大きな変

化を生む制度設計を試みます。既存の損益計算書：ＰＬ（Profit and Loss 

Account）を多少組み替えるだけで作成可能な『付加価値分配計算書：ＤＳ

〈Distribution Statement〉』を提案します。ＰＬ上の「ボトムライン」をシグ

ナルとして行われていた利益最大化ゲームに代わり、ＤＳ上の「トリプル・ライ

ン」による付加価値最適分配ゲームを起します。経営者や従業員の立場から考え

れば、自分たちが苦労して生み出した当期純利益が全て株主に帰属し分配され

るようなＰＬゲームではなく、事業の運営に携わる主たるステークホールダー

間で公正な分配が達成されるＤＳゲームの方が高い動機づけを実現できるので

はないかという発想です。 
 
更にＤＳを利用して公正な分配を志す企業が集まって、新しい上場市場（「民主

経済市場；democratic Economic Market（ＤＥＭ）」とか「公益資本市場；Public 

Interest Capital Market（ＰＩＣＭ）」とか呼ばれます）を創生することが出来

れば、市場全体として質の高い人材による活力ある経営・経済が回復される可能

性があるものと考えています。ＤＳは各企業レベルでも、数社によるボランティ

ア的トライアルでも、新しい上場市場としても実践可能です。これにより従来か

ら「三方良し」を旨としてきた日本企業の良き伝統に自信を回復し、本邦の持続

的な発展につながってくれることを祈念しています。単なるアイディアを超え

て、実際の有価証券報告書のデータも使い、シミュレーションの例も示していま

すので、一読してみてください。『補論』は新しい世代のための「読み物」とし

て軽く読まれるだけでも結構です。若い世代や学生諸君が希望や遣り甲斐をも
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って経営に参加し成熟した経済社会を生きるための試み、ヒントとしてご活用

ください。 
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English (英語) 

 
Owing, at least in part, to the growth-model of the post-War period, Japan has grown as 
one of economically the most advanced nations in the world. No one would doubt, in this 
context, that the contribution of investors who provided the vitally important ingredient 
of the growth: the money. At that time, money was the scarce resource among other 
resources, and therefore the government provided investors and shareholders with greater 
protection than others. The rapid and deep institutionalization of public companies and 
the stock exchanges, based on the principle of liabilities of shareholders, would represent 
such preferential treatment of this particular stakeholder over management, employees, 
suppliers and others.  
 
Similarly, in the field of accounting and finance, abound, fast and transparent information 
for investors and shareholders has become a matter of “premise” even when such 
information may potentially undermine the quality of management which must take good 
balance between a wide range of stakeholders who would also constitute important parts 
of businesses and the economy. At the height of the Japanese economy in the 1980s, the 
status of investors, shareholders and even “share-price” seemed to have come to be 
“defied.” To today, any policy which suggests the counter-preferential treatment of the 
investment community faces severe objections not only from investors and shareholders 
but also from the academia, the media, officials and politicians who may have been 
directly or indirectly funded by the wealthy and influential investment communities. 
 
This Report, to the contrary, will advance the view that the time has come to 
fundamentally revise such preferential treatments of investors in Japan where the society 
has entered deeply into its maturity, ahead of any other nations. It is said that Japan has 
been experiencing the so-called “Lost Three Decades” since 1991 when the sales growth 
stopped, but this is not precise, because nothing, in our view, has been lost. The term “lost 
decades” originates in Latin America, in particular Mexico, in the 1980s when they were 
considered to have lost their growth opportunities. However, in Japan the growth 
opportunity has not been lost, as the economy had already reached its height in 1991.  
 
Through its Miracle Growth between 1955 and 1973, and the Bubble Economy in the 
1980s, Japan reached the stage of the quasi-full demand and quasi-perfect competition, 
followed even by the rapid decline of the population. In contrast to the UK and US where 
fair population growth is expected for the next 50 years or more, Japan is suffering, and 
will suffer more, from the aging society. No researchers and research institutions expect 
Japan to grow at more than 1% over the foreseeable future. If so, it is economically 
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rational for investors to withdraw money from, rather than investing money into, the 
Japanese market. See the above graphs (taken from Fig. 22 and 26 of the main text) which 
would clearly show such behavior of investors in the Japanese market.   
 
This is a structural problem, when the declined compensations for directors and 
employees, as well as the R&D, are the national concern. The current role of investors 
and stock market seems to be counter effective for the national interest to sustain the 
already matured economy. For investors, of course, the market is still rational, as it returns 
high profits without any further input. However, for Japan as a whole, its value added 
seems to be spilling out of the country, as 70-80% stocks in Tokyo in recent years have 
been traded by the foreign investors.  
 
Under such conditions, or at least a cautious prediction for future policy formation, it is 
this Report’s recommendation to the government to review fundamentally the investor 
centric economic policies, such as the dissemination of International Financial Reporting 
Standards (IFRS), continuation of Quarterly Reporting, and extension of Corporate 
Governance Code if its ultimate goal is to serve investors and shareholders rather than 
directors and employees as citizens. Through our extensive review of public comments 
found in social media, questionnaire survey and interviews, it has become clear that 
management finds that such regulations undermine their long-term strategies and well-
balanced distribution of value added to a wide range of stakeholders who carries on daily 
business operations.  
 
Furthermore, the contribution of this Report goes beyond the views of the management. 
Even the very investors and analysts, who are supposed to be the main beneficiaries of 
IFRS and Quarterly Reporting, find that such disclosure framework is itself a cause of the 
increasingly less-useful capital market which was originally expected to provide 
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necessary finance for companies to grow. Investors and analysts express their wish to play 
socially constructive roles through finance, but the current market conditions, in which 
short-term profit maximization is measured and reported as evidence of success, would 
not allow them to contribute to sustainable growth of the national economy. Similar views 
have been expressed by accountants, Investor Relations consultants and business media 
and journalists, who express the “loss of their pride” as they feel not contributing the 
country’s growth or sustainability.  
 
The challenge is that the widely shared interpretation of the corporate law is that 
companies are a property of the shareholders, and directors are supposed to maximize the 
shareholder value. This Report certainly does not share such interpretation, because in no 
part of the law, companies are defined as the property of the shareholders. Instead, 
companies have their own status as a legal person who have duties to a wide range of 
stakeholders, but the mainstream business discourses, found in financial papers and even 
in academic discussions, are full of the shareholder-centric interpretations.  
 
Provided such shareholder primacy rooted in the legal and social systems in Japan, it may 
not be easy to revert the tendency of the short-term profit maximization for the sake of 
shareholders and investors. Yet, this Report endeavors to offer a brand-new idea of the 
Institutional Mechanism Design based on the so-called Social Constructivist view of 
Accounting (SCA). Instead of neutrally recording external economic realities, SCA helps 
actively constructing a desired new reality. By offering a carefully designed accounting 
format as a shared epistemic foundation among business communities, stakeholders who 
come across the new information are induced to behave differently in the way that the 
effect of their collective actions would achieve the desired social goal. Instead of the 
traditional bottom-line centric Profit and Loss Account, this Report promotes what we 
now call the “Triple Line Accounting” or “Distribution Statement” which would promote 
fair distribution of value added among a wide range of stakeholders.  
 
The value of this challenge is not just only for Japan. Although the difficulties of the 
mature economy is currently outstanding in Japan, the similar challenges will follow in 
other countries such as China and India a quarter-century later. Before that, other 
advanced nations may also find themselves wondering “Why do we keep promoting 
preferential treatments for investors and shareholders even when social value of 
investment certainly declined over years?” The Kansai Economic Federation (Kankeiren) 
and researchers, which hosted this Report, will welcome collaboration to promote much 
more multi-stakeholder oriented management practices in the new era to come.   
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https://d.docs.live.net/298e7513b9efaa6b/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%96%A2%E7%B5%8C%E9%80%A3%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%20%E9%96%93%E9%81%95%E3%81%84%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%2020210722.docx#_Toc77864384
https://d.docs.live.net/298e7513b9efaa6b/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%96%A2%E7%B5%8C%E9%80%A3%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%20%E9%96%93%E9%81%95%E3%81%84%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%2020210722.docx#_Toc77864385
https://d.docs.live.net/298e7513b9efaa6b/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%96%A2%E7%B5%8C%E9%80%A3%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%20%E9%96%93%E9%81%95%E3%81%84%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%2020210722.docx#_Toc77864385
https://d.docs.live.net/298e7513b9efaa6b/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%96%A2%E7%B5%8C%E9%80%A3%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%20%E9%96%93%E9%81%95%E3%81%84%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%2020210722.docx#_Toc77864386
https://d.docs.live.net/298e7513b9efaa6b/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/%E9%96%A2%E7%B5%8C%E9%80%A3%E3%83%AC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88%20%E9%96%93%E9%81%95%E3%81%84%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%2020210722.docx#_Toc77864386
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第１章 背景・目的・スコープ 
 
1.1. 背景 (６Ｗ２Ｈ＋Ｅを意識して) 
本研究調査報告書の最も根本的な目的は「成熟経済・社会を迎えて久しい日本に

おけるアカウンティング・ディスクロージャー・市場の在り方を根本的に問い直

し、関係各位による継続的な議論を活発にする基礎を提供することで社会批判

合理性を促進すること」である。議論を活発にし、理解を促進するためには「読

まれる」レポートを志したい。過度に形骸化した学術的なプロトコールや形式的

な客観性を一定限度で犠牲にしてでも、実務家や次世代を担う学生に親和性の

高い報告書を提供し、停滞感・閉塞感を伴う成熟経済における経営や証券市場の

改善に必要な「実効性ある議論」を展開したい。各論の詳細な論証を試みるより

は、大きな問題の指摘や改善の方向性の提示を優先する。ジャーゴン（難解な学

術用語）を多用するよりは日常言語を用いることで、将来の制度設計の基礎とし

て必要な官民に共通の認識を醸成することを目的としている 1。 

 

この関係各位の議論の活発化と共通認識の醸成のためには、一般にコミュニケ

ーションの基礎要素とされる５Ｗ１Ｈを明示することが有効である。５Ｗ１Ｈ

とは 「いつ（When）、何処で（Where）、誰が（Who）、何を（What）、なぜ / 何の

ために（Why / For What）、どのように（How）」であるが、QCサークルなどビジ

ネスシーンにおいては「誰と（Whom）と、どれくらい（How much）」をくわえた

６Ｗ２Ｈが重要だとされる。本研究調査では、さらに、もう一要素「Ｅ」、底辺

で支える「社会規範（Ethics）」も加えて６Ｗ２Ｈ+Ｅを意識しながら議論を進め

る。 

 

本レポートの初めに、このようなコミュニケーションの基本要素の大切さを強

調するには理由がある。これまでの四半期開示やディスクロージャー制度に関

する議論は、あまりにも時代を超越し、地政学的なコンテキストを無視した一般

 
1 本レポートは何も学問的に斬新であったり、精緻であったり、オリジナルなポイントを示そうとしてい

るのではない。ポピュラー音楽で「心配ないからね・・・必ず最後に愛は勝つ」というありふれた歌詞が、

「そんなテーマは既に繰り返し歌われている」とか、「証拠がない」と捨象されることなく、繰り返し歌

い継がれるのは、第一にそうしたテーマが人の生活には根本的に大切で心に響く事項だからであり、第二

にそうしたテーマや言葉に初めて出会う若人が新たに生まれ育つからである。本研究調査が一番重視し

ているのは次世代を生きるステークホールダーによる実質的な「会話」の機会を充実させることである。

ここでの「会話」とは近年枕詞のように使われる「投資家との建設的な対話」という時のレトリカルな「対

話」ではない。もっと日常のビジネスや社会生活に根差すものである。本研究調査は実務界と学界の言葉

の乖離、及びそれを誤用・悪用する権威や機関の無責任さや時には狡猾さを危惧している。株式市場や企

業経営の意義をもう一度、わたしたちの社会生活や厚生のコンテキストの中で見つめなおすためには、研

究調査や議論の中で使われる言語が極めて大切である。こうした点について学術的に深く掘り下げたい

読者はノーム・チョムスキー（権威の条件）やカール・ポパー（社会批判合理性）、ファイヤー・アーベ

ント（反方法論）、ディアドラ・マクロスキー（レトリック）、アーリョ・クラマー（会話される経済学）

やエリック・マスキン（制度設計の理論）をゆっくりと精読されたい。日常における言語こそが効果的な

制度設計の基礎となることを意識する必要がある。 
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化が横行し、例えば「情報の非対称性の解消」、「より早く」、「より正確に」、「比

較可能性」、「透明性」、「（高い）流動性」、「（低い）資本コスト」、「（高い）利益」、

「（高い）株価（株主）」「（大切にされるべき）投資（投資家）」、「（投資家の意思

決定のための）有用性」という言葉や概念が、ほとんど無批判に受容され、時に

は批判を許さない神格化の様相さえ呈してきた経緯が認められるからである 2。

強制的な四半期開示制度に関する学術的な研究としては（１）その適時性や（２）

株式の取引量に対する影響や（３）株式の取引の流動性や（４）資本コストに対

する影響や（５）監査に対する影響や（６）経営に対する規律付けに関する影響

や（７）投資に対するショートターミズムや（８）経営に対するショートターミ

ズムに関する懸念など、様々な研究が様々な結果や示唆を伴って遂行されてき

たが、そのほとんどが「日常の経営者や従業員」に容易に理解されるような言語

で語られていない。国際トップジャーナルに掲載されるような言説や方法論を

模倣して形式的な客観性や権威を高めることに終始し、日常レベルで広く関係

各位のコミュニケーションや理解が促進されるような環境を提供していない。 

 

そうした懸念の具体的な例として、金融審議会・ディスクロージャー・ワーキン

グ・グループ（以降 ＤＷＧと略す）の報告書『資本市場における好循環の実現

に向けて』（2018 年６月 28 日）を挙げる。ＤＷＧは「現時点において四半期開

示制度を見直すことは行わない」と結論づけたが、その理由の一つとして多種多

様な結論が見いだされるはずの学術的貢献が、ほんの数行、一文でまとめられて

しまっている。 

 

「学術的には、任意開示あるいは強制開示後に、ビッド・アスク・スプレッドの低

下、すなわち投資者間の情報の非対称性の緩和、あるいは、資本コストの低下など

のベネフィットが欧米市場の研究により報告されており、年４回の決算により利

益調整が難しくなることなどにより情報の質・信頼性が向上し、市場の価格形成が

より効率的になっていると解釈される。」 

 

 
2 例えば、期間成果の法的確定や企業の中長期的な成長の見通しに関係するような重要な経営情報を前提

として考えるとき、「より早く」と「より正確に」は両立せず背反する関係であるのに、それが成立して

いると「透明性」が高く「情報の非対称性」が緩和されていることになっている。そこで透明に見えてい

る現実は誰のために都合のいい現実であるのか、疑われる機会が少なすぎる。そもそも情報は対称であれ

ばあるほどビジネスの機会は少なくなるのであるから、公共の利益を装って「情報の非対称性」を解消す

る行為を無反省に推進すれば、結果として既得権や権力を持つものが「隠れた情報の非対称性」を生み、

人知れず誰かが合法に超過利益を生む構造を作りうる。機械的に「効率性」とか「正確性」とか「透明性」

とか「内部統制の充実」を信じ込ませるような研究や教育はかえって社会的弱者の中に多くの犠牲者を生

む結果ともなりえる。ここでのポイントは「情報の非対称性の解消」、「より早く」、「より正確に」、「比較

可能性」、「透明性」、「（高い）流動性」、「（低い）資本コスト」といった学問的にも当然のものとして追求

される属性を注意深く方法論的に懐疑する態度の喚起である。 
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上記はあまりにも単純化され著しく均衡を欠いた学術成果の解釈、誤用（或いは

「御用学者」と揶揄される場合の「御用」）である。更にそのジャーゴン性によ

り実務者や一般読者にアクセスや批判を許さないのは非民主的でさえあり反省

を要する。こうした難解な専門用語に起因する実務者や一般読者の不参加と、そ

れに庇護された規則や実務の継続は、将来望まれる制度設計の可能性を著しく

阻害する。社会科学・政策科学上の研究は、或る仮説を立てて統計的な実証を試

み、その有意性が確認された（或いは確認されなかった）、と結論付けるだけで

は不十分である。大切なのは、そのような検証が、誰にとって、どのような意味

で、どれくらい大切なのか、「日常の経営者や従業員」にも分かるよう解釈を示

す事である。ディスクロージャーやコーポレート・ガバナンス、経営や経済に関

する議論を、日常の言語を基本に据えることにより、最終的には社会的なゴール

を推進してゆくステークホールダーの行動原理に結び付くよう、常に６Ｗ２Ｈ

＋Ｅを心掛けて論述を進めてゆきたい 3。 

 

とすれば、我々はまず本研究調査がいつ、誰によって、どのような経緯で始めら

れたものか明らかにする必要があろう 4。そもそも、本研究調査も含めて政策調

査報告書や学術論文は根源的に価値フリー（Value Free）で中立的であるはずが

ない。それは科学的に不可能であることが証明されて久しい。本研究調査書は、

筆者の立ち位置・ポジション（Acknowledged Biasとも）を明らかにしたうえで、

ステークホールダーとの議論を深め、コンフリクトを整理して、最終的には一定

の止揚を企図するものである。 

 

1.1.1.主要経済団体のポジション 

2017 年冬、公益社団法人 関西経済連合会（以下、「関経連」）は、滞英 20 年を

経て帰国し早稲田大学にて復職したばかりの筆者と幾度かの会合を持った。こ

れは従来、関経連や一般社団法人 日本経済団体連合会（以下、「経団連」）が主

張してきた四半期開示制度の改正（関経連 2009 年７月 13 日、2019 年３月 19

日；経団連 2018年３月 20日）を着実に進める目的があった。四半期開示制度は

2000 年代初頭に本格的に導入されたが、以降、関経連や経団連を中心とする経

 
3 もちろん、このような「日常」への回帰や依拠は近年の人類学（Anthropology）やエスノメソドロジー

（Ethnomethodology: 多様な環境の中で生活する人々の日常の考えや行為をその言葉や慣習やコンテキ

ストを尊重して理解する社会学的な方法）の成果を反映したものであり、それを既に十分研究方法として

取り入れている欧州の社会学的会計や経済学の指向に同調するものである。日常生活上の解釈ができな

い程度にまで関連要因を分解し、個別に取り扱うことで統計的な検証を可能にする研究方法は、多くの場

合社会科学における関連要因の定義やグルーピングや構造化に失敗し、特に将来の制度設計に無力であ

る場合が多い。トップジャーナルで求められがちな統計的に有意な差異を示すこと自体が目的化され、本

末転倒な研究が横行していることへの警鐘である。 
4 ある有力紙の編集委員によると拙著『オックスフォード・レポート』（2012）が上梓された際には、その

経緯に関する説明が十分でなかったために、「政府が、ＩＦＲＳの政策方針を急転換させるために、架空

の学者を仕立て上げたのではないか」というように噂さされた経緯があった。こうした反省も含めて起稿

の経緯を詳述する。 
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済界（特に大企業の経営者と従業員）は同制度に要する人的・金銭的コスト（及

び、その懸念の度合いは軽いがいわゆる「ショートターミズム」）を強く懸念し

ている点で一致していた。2017 年６月９日、他のステークホールダーとの共同

作業の努力の甲斐もあって、閣議決定された『未来投資戦略 2017』の中に「・・・

効果の分析や結果や、国際的な状況や議論も踏まえ、四半期開示については、義

務的開示の是非を検証しつつ、企業・投資家を含む幅広い関係者の意見を聞きな

がら、更なる重複開示の解消や効率化のための課題や方策等について検討を行

い、来年春（2018 年春）をめどに一定の結論を得る」との文言を組み込むまで

活動を成功裏に進めていた。しかし、理由は定かでないものの、その後このモメ

ンタムが滞っていることが懸念されていた。こうした懸念の詳細については第

３章で分析する。以下ではこうした懸念の解消のための方策の一環として、筆者

がアプローチを受けた理由について３点を説明する。 

 

1.1.2.筆者のポジション 

筆者は大手監査法人にて監査やＩＰＯ準備に関する業務に従事した後、社会科

学哲学（方法論）で国際的に高い評価を得ていたＬＳＥ（London School of 

Economics and Political Science）の科学哲学科（大学院）に学び『社会科学

における客観性概念』を書して修士号を得た。ＬＳＥを目指したのは、その哲学

科が、筆者が学生時代より傾倒していたカール・ポパーによって設立されたから

であった。ポパーの代表作の一つは言うまでもなく『開かれた社会とその敵』（未

来社,1980年）である。社会科学において我々の事実認識には限界があり、時空

を超えての真理や価値は実証されようもない。社会における真やそれに基づく

政策は継続的な公共批判によってのみ正当化されうるという「社会批判合理性」

がポパーの主張であり（当初の）ＬＳＥの伝統でもあった。換言すれば、社会科

学上の正しさや客観性は、個々の学者や一本の論文に求めるべき属性ではなく、

ある言説を多種多様な観点から継続的に批判することのできる開かれた社会、

環境、手続きにこそ見いだすべき属性で、それを阻害するものは社会の敵である

としたのである。この点、疑似合理主義的な閉ざされた議論ではなく、広く開か

れた議論を展開することは本研究調査およびレポートにおける方法論の中核を

なしている。 

 

筆者は次いでオックスフォード大学へ進み、経済・会計の哲学やその応用として

の国民経済計算（National Accounting）の国際的展開を研究し、『経済事象の認

識論：アカウンティングの原理から』を著して博士号を取得し、教授職を得て、

帰国まで「会計とサステナビリティ学」の教授を務めた。当初、筆者を同大学の

ビジネススクールで採用してくれたのは、近年欧州のコーポレート・ガバナンス

論で影響力の強い『ケイ・レビュー』（The Kay Review of UK Equity Markets 

and Long-term Decision Making）で有名なジョン・ケイ教授であった。筆者は
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在任中、主として中国やインドといった新興国におけるサステナビリティのた

めの政策レポートを発表していたが、日本でも金融庁に『オックスフォード・レ

ポート：日本の経済社会に対するＩＦＲＳの影響に関する研究調査』を上梓した

経緯があった 5。当時、全上場企業（一時は中小企業を含めた全ての企業）に強

制適用が既定路線と考えられていたＩＦＲＳを日本経済のサステナビリティの

観点から批判的に検討した政策提言レポートであった。『オックスフォード・レ

ポート』が 2012年６月に、『ケイ・レビュー』が同年７月に公刊されたことは偶

然ではない。我々は近年の金融市場の在り方が経営やコーポレート・ガバナンス、

実体経済に与える影響について深い関心を寄せていた（e.g., Kay 2012, Point 

2.28, p. 27）。この点は当時の多くの上場企業経営者と筆者が抱いている共通

の懸念であった。 

 

もう一点、今回、筆者が関経連よりアプローチを受けた経緯に関連して重要な点

がある。それは、筆者が会計の機能を「経済事象の写像」よりは「経済事象の築

造」に見出している点にある。平易に言い換えれば、会計は経済事象の客観的な

表現であるよりは積極的な説明行為（Account＋ing）であり、この積極的な説明

行為を通じて、新たな経済実態のデザイン・創造を試みるという立場である。理

論的には 1980年代より社会構築主義的会計として展開されてきたものであるが、

著者は応用研究に着手し「制度設計のナッジとしてのアカウンティング」を推進

してきた（スズキ,2020）。会計の有り様が実体経済に根本的な変化をもたらすと

いう考え方は日本ではあまり馴染みがないかもしれない。しかし四半期開示制

度が日本の経済・社会にどのような影響を与えているかを議論する上で極めて

関連性の高い論点であるので、直観的にわかりやすい例を挙げて説明する。近年、

インドの企業経営に劇的な変化をもたらしたと言われる『One Additional Line』

ＣＳＲ革命と呼ばれるものである。 

 

1.1.3.形式（ディスクロージャー）が実体（経営・経済社会）を変える 

2010 年初頭のインド上場市場をイメージされたい。同国は年率５－15％程の高

いＧＤＰの伸びが期待され、7,500社もある上場企業の経営者は当然のごとく利

益及び企業価値の最大化のプレッシャーの下でしのぎを削っていた。そのため

には児童労働に目をつむり、河川や大気の汚染を放置し、収賄も利用して社会的

に無責任で不公平な経営が横行していた。経済成長の期待の陰で、特に問題であ

 
5 『オックスフォード・レポート』について最初に明確にしなければならないことがある。このレポート

は筆者のレポートではない。多くのステークホールダーの声や考え方の集約と止揚であり、そのモメンタ

ムをリードし何重もの困難を克服し貫徹した数人の経営者や官僚や政治家や学者達のレポートである。

既定路線と考えられていたＩＦＲＳの全上場企業強制適用が撤回されたことにより、10 年単位で数兆円

規模の追加的な管理費用が節約されたものと考えられている。その陰には、何の感謝も示されずに、今日

に至るまで自己犠牲を強いられている廉直な貢献者がいることを、ここに感謝と尊敬の念を込めて特記

する。 
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ったのは、一日約 50円以下で生活する３億人の貧困層と、貧富の差の拡大傾向

であったが、常に利益最大化が優先されていた。上場企業に関して言えば、欧米

のガバナンス議論を地政学的な異同も考慮せずに輸入し、株主利益の最大化こ

そが経営者の責務であるという主張が横行し始めていた。今日でいうＣＳＲ、企

業の社会的責任に当たる行動は企業活動としてはほとんど実施されていなかっ

た。 

 
そこで筆者が「制度設計のナッジとしてのアカウンティング」を応用して、当時

の企業省大臣サルマン・クルシード氏に提案したのが『One Additional Line』

スキームであった。この One Additional Lineという命名は、後に最終的な導

入を決めた サチン・パイロット企業省大臣に最初に説明した時に、”Is it just 

one additional line?！”と、氏がその簡明性と行政コストの安さと期待され

る効果の大きさに感嘆したときの言葉に由来する 6。 

 
この制度は上場企業を中心

とする全ての大企業（約 1万

社）は「社会的責任費用（Ｃ

ＳＲ費用）」を損益計算書で

「一行開示」しなければなら

な い と い う も の で あ る

（ Companies Act 2013, 

Section 135, GN (A) 34, 

Presentation and 

Disclosure in Financial 

Statements, 2015）。しかし、

同ルールはＣＳＲ費用を一銭たりとも負担せよとは強制しない。そうではなく、

「貴社の社会的貢献は素晴らしい。それを一行で良いので開示してください」と

するディスクロージャー・ルールに過ぎず、新税・増税と異なり行政上の導入は

容易である（Suzuki & Gaur, 2015）。 

 

 
6 それ以前は国連等において Oxford Framework for Sustainable Development等の名称でプレゼンされ

ていた。詳しくは「『一行』で短期利益最大化行動を修正する─インドの社会的責任会計「革命」」（スズ

キ,2018；2020b）を参照されたい。ＣＳＲ費用を負担しない場合にも罰則はないが、その旨と理由の開示

が求められる。インドのような国においては法や規則が公表されていても実際にそれが実施されていな

いことがまま観察される。Section 135, GN (A) 34, Presentation and Disclosure in Financial 

Statements 2015（… CSR “expense should be recognised as a separate line item as ‘CSR 

expenditure’ in the statement of profit and loss）の実務については現在まで安定していない。そ

れでも少なくともＣＳＲ活動の詳細な特別注記等のディスクロージャー・ルールによって経営者を自主

的な社会的責任行動に向かわせている事実は疑いない（スズキ,2018 及び 2020a 参照）。 

図表 1 「一行」で短期利益最大化を修正する 
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さて、会計の機能が、外界に存在する現実を中立的に表現する「写像」であると

すれば、One Additional Line導入前にはＣＳＲという言葉も実務も知らなかっ

たインド企業のＣＳＲ費用は、導入後もゼロであるはずである。しかし、もちろ

ん、そのようなことは起こらない。ＣＳＲ費用の「一行表示」が求められれば（あ

るいは、その詳細な注記が求められることが想定されれば）、この新しい視点か

らの企業評価やランキングが行われることが容易に想像され、これを事前に察

知する経営者は、自ら一定の費用負担することを選好する。優良企業は当期純利

益 100に対し 10もの費用負担を申し出てＣＳＲランキングで上位に位置すべく

行動し、そうでない会社でもブラック企業との烙印を押されることを避けるた

めに１以上の負担を申し出る。法施行前の実験経済学的シミュレーションでは

多くの場合、平均５％程のＣＳＲを負担する市場が形成された。投資家や株主に

してみれば、ＣＳＲ費用分だけその期の利益が少なくなるが、長期的な株主価値

の増大を見込んでこれを好感した。2015 年に同法が施行されて以降、実際に毎

年＄２~３Billion 程度のＣＳＲ費用が拠出されている。これは購買力平価で換

算すると日本の感覚では毎年２~３兆円もの資金が企業の自助努力により社会

のために使われているような感覚であり、インド市民のインフラ（病院・学校・

サニテーション・河川や大気の保全等）の改善に大いに貢献している。 

 

本題に戻ると、この例で直観的に理解されたいのは、ディスクロージャーの態様

と企業の短期利益最大化行動の関係である。One Additional Lineは損益計算書

上のたった一行の表示が短期利益最大化行動を修正する可能性を示しただけで

はない。逆に見れば、普段我々が当然のものとして疑わない損益計算書のフォー

マットやディスクロージャー・ルールが、実は経営者や投資家を利益最大化行動

へと誘導している可能性を示している。2007 年に理論
．．

制度設計における貢献で

ノーベル経済学賞を受賞したエリック・マスキン（ハーバード大学）は One 

Additional Lineを最もエレガントな応用
．．

制度設計と評した。しかし実はミクロ

経済学の第一原理たる「経済人の利益最大化行動」を再考させるという意味にお

いては、理論
．．

的にも示唆に富む事例であることを理解されたい。この理解が大切

なのは、新興国におけるディスクロージャーとサステナビリティに関する考え

方に影響を与えたのと同様に、日本のような成熟経済社会においても、会計やデ

ィスクロージャーがそのサステナビリティのあり方に大きな変化をもたらす可

能性を秘めているからである。 

 

以上が著者がアプローチを受け、本レポートを執筆するに至った経緯や主な要

因である。即ち（１）経済界は四半期開示制度を一つの例として、会計やディス

クロージャー制度が現行の経営やガバナンスに与える影響について深く憂慮し

ていた。（２）著者は一定の会計・監査実務を経たうえで、学術的に会計やディ

スクロージャーの経済社会の中での役割を考察してきた。『オックスフォード・
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レポート』にみられるように、ファイナンス理論に強く影響を受けたレトリック

やジャーゴンに支配されることなく、実務界の「言葉」で関係者の議論を活発に

し、止揚することを目的としてきた。（３）さらに、会計やディスクロージャー

は単に現実を写像するというよりも新しい現実世界を構築するのに役立つとの

観点から、成熟経済社会の先端を走る日本において望ましい会計やディスクロ

ージャーの制度設計を試みている。こうしたことから、2019 年２月、関経連と

著者は本報告書の起稿に関して正式に合意した。 

 

1.1.4.本研究調査の「公正に表明されたバイアス」 

上記経緯の説明を受けて、読者は本調査が最初から関経連や筆者の（四半期開示

制度を改廃したいとの）強いバイアスを受けているとの印象を受けよう。事実、

調査の過程で、同制度維持派のステークホールダー（２人）からはそのような指

摘を受けたし、それはある意味で正しい。ただし、それは近年の社会科学におけ

るバイアスの考え方を正しく理解している場合においてのみである。ここにお

けるバイアスは Acknowledged Bias「公正に表明されたバイアス」であり、これ

は活発に経済社会的な議論を構築するには必要不可欠な論者のポジションの表

明である。反対に、多くの政策調査報告書や学術書がそのファンディングや所属

組織の属性や政策目標を明示せずに、あたかもバイアスフリーの真実を語るよ

うな記述することこそ社会的客観性を阻害する。政府の召喚する審議会が一見

バランスの取れたステークホールダーによって構成されているようでありなが

ら、実は特定のバイアスに支配されているのは近代民主主義が克服すべき最も

重要な課題の一つである。同様に、そこに集うバイアスフリーを標榜するメンバ

ーが、公共政策上の秘匿・情報を所属する企業や機関に横流しするような事実が

あれば（実際、2020年にはそのような事例が報告されている）、それこそ民主主

義的な政策運営の根本を棄損する。これがポパーの言う開かれた社会の敵であ

り非民主的な手法である。 

 

もちろん関経連と筆者はその契約に際して、筆者が関経連の意向に過度に傾倒

しないよう注意を払い、筆者の信じるところを自由に記述できるよう保証し、契

約書の作成過程でもその点を強調していることは言うまでもない。また、この報

告書の公共的性格に鑑み、報酬は、ステークホールダーへのインタビューのため

に必要な交通費やアンケート調査用のデータベースや切手代、通信費、研究補助

員のアルバイト代など研究調査活動費用を賄うのに必要程度の金額に抑えてあ

る点も付記しておきたい。 

 
1.2. 目的とスコープ 
ここで、本研究調査の目的とスコープを明らかにしておきたい。そもそも関経連

は２つの四半期開示制度の下で開示書類の重複（証券取引所ルールによる適時
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開示書類：四半期決算短信 7と金融商品取引法による法定開示書類：四半期有価

証券報告書 8）やディスクロージャー頻度の多さ（年４回）に関して、費用対効

果の観点から、その人的・金銭的費用の高さを懸念していた。同時に、そうした

制度の下では長期的視点に立つ経営が遂行されにくいとの懸念（即ち、所謂ショ

ートターミズムに関する懸念）を表明し、同制度の廃止または簡易化を要望して

いた。当初、筆者に求められたのはそうした事情に関する事実関係の整理と証拠

集めであった。 

 

1.2.1.狭義の四半期開示制度論を超えて 

しかし、この調査を進めてゆくにつれ、本調査は四半期開示制度の問題は開示書

類の重複やディスクロージャーの頻度のみを対象として分析すると、かえって

その本質を見失うとの認識に至った（詳細は第３章を参照）。即ち、この問題は

適時開示書類と法定開示書類の内容とタイミングの一致やディスクロージャー

の頻度を年４回から３回ないし２回にすれば解決するという性格のものではな

く、企業開示制度が誰のために、何が、どの程度、どのような方法で開示される

べきかという、根本的な制度設計の目的論から再検討されるべきとの認識に至

った。 

 

こうした根本的な問いを再検討する必要を認知するようになったのは、一つに

は関経連をはじめとして主要経済団体が日本のコーポレート・ガバナンスの在

り方を再検討している時期と重なったことが挙げられる。そして、このコーポレ

ート・ガバナンスの再考が求められているのは、現在の日本の企業群が置かれて

いる環境が、様々な企業制度が米国から輸入された 1990 年代および 2000 年代

のそれとは根本的に異なってきていることが関係している。ここで日本が直面

している新しい環境とは一言でいえば「成熟経済社会」であり、準完全需要飽和・

準完全競争・人口減少を特徴とするものである。この点については第４章（及び

補論）において詳述するが、ここでは本研究調査が狭義の四半期開示制度を超え

て、成熟経済社会を迎えた日本のディスクロージャー、コーポレート・ガバナン

スや新しい市場制度を広く議論する必要があることのみ予告しておく。 

 

 
7 適時開示：証券取引所の上場規定に基づいて、上場している企業が投資家の投資判断に重大な影響を及

ぼすような事項を決定した場合や重大な影響を与えるという事実が発生した場合に、これらの情報を速

やかに開示する義務、制度。東京証券取引所が管理している TDnet電子開示システムを通じて広く報道機

関や投資家等に開示される。タイムリー・ディスクロージャーともよばれる。 
8 法定開示：金融商品取引法におけるディスクロージャー制度。有価証券の発行・流通市場において、一

般投資者が十分に投資判断を行うことができるような資料を提供するため、有価証券報告書・四半期有価

証券報告書始めとする各種開示書類の提出を義務づけ、これらを公衆縦覧に供することにより、有価証券

の発行者の事業内容、財務内容等を正確、公平かつ適時に開示し、投資者保護を図ろうとする制度。有電

子媒体によって内閣総理大臣に提出することが義務付けられており、提出された報告書は金融庁が管理

している EDINET電子開示システムを通じて広く公衆に開示される。 
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もっとも、新しい会計・ディスクロージャー及び市場制度を広く議論するにして

も、その全てについて詳述することを約束するものではない。また現行の諸制度

を度外視して実現可能性のない新しい制度論を展開するつもりもない。それよ

りは四半期開示制度を、過去 20年ほどにわたって行われた会計やディスクロー

ジャー改革の「際立った一例」としてとらえ、それをきっかけとしてより広い制

度全体の改革の方向性を見直す機会にしたい。ここに「際立った一例」としたの

は、ＩＦＲＳの強制適用が議論された時にはその「地理的軸」の最先端にあった

「グローバライゼーション下の比較可能性」が問題にされたのと同様に、四半期

開示制度に際しては「時間・期間軸」の最先端にある「３か月ごとの比較可能性」

が問題にされ、ＩＦＲＳの時と同様に産業界の深い関心と憂慮を象徴している

からである。 

 

従って、以下で展開するのは、四半期開示制度を象徴的な制度として集中的に検

討しつつ、それを内包するアカウンティングやディスクロージャーや企業統治

全体をも射程に入れた、日本の経済・経営政策議論である。 

 

1.2.2.成熟経済社会のコーポレート・ガバナンスと市場設計に向けて 

節 1.1で述べたように、経済・経営政策や基準・規制議論において、時空を超え

た真実があり、統一的に適用されるべきであるかのような議論は慎まれるべき

である。例えば、2000 年代、本邦ではＩＦＲＳという「世界統一会計基準を全

ての上場企業に強制適用すれば資本効率が高まる」という議論が政策を推進す

るステークホールダーにより喧伝された（スズキ,2012）9。同時期に導入される

に至った四半期開示制度にしても、「より早く財務諸表を公開することが情報の

非対称性の解消につながり資本コストが下がる」など、主として英米で展開され

た証券市場論や株主第一主義がほとんど無批判に輸入されてきた経緯は否めな

い（節 3.1にて詳説）。しかし日本のコンテキストは英米とは異なる。過去でも、

現在でも異なるが、将来はもっと根本的な社会・経済構造や環境において異なる

（第４章にて詳説）。そして、こうした異同こそが特定法域や行政単位における

政策論議の基礎となるべきであるのに、これが十分機能していない。 

 

英米と比べ、或いは他の主要国と比べても、日本は人口構造の変化や経済発展に

伴う主観的幸福感の変化において、極めて特異な法域へと変化した。この環境に

おいて、従来通り主として英米の経済社会環境を前提として発展してきた経済・

経営基準や規制がポジティブに機能する保証はない。時代の変わった今、そうし

た政策のさらなる追求は本邦の経済社会の厚生を著しく棄損する可能性が高い。

今後の日本においては独自の環境にあった政策を追求する姿勢が必要である。

 
9 注意すべきは、この強制適用は、一時は税理士協会の意向もあって、上場企業を超えて全ての企業に適

用すべきであるという議論も行われていた。 
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このように主張すると「日本特殊論」の類に聞こえるかもしれないがそうではな

い。同様の現象は 25年後に成熟期を迎える中国やインドにも想定され、準需要

飽和や準完全競争や人口減少が起こる世界各国で適用されうる国際的なモデル

として、そうした新興国との協同の下に進められている議論である。 

 

とはいっても、これまで培われてきた基準・規制は一時に改変できるものではな

い。既存の体制を維持しつつ、是々非々で改正し、経済・社会の厚生を維持する

必要もある。この意味での「安定政策」は必要であるし、本研究調査レポートで

も提言を試みる（第５章及び第６章）。ただし、長期の「安定政策」の維持はす

なわち停滞や衰退を意味するものであり、これまでとは根本的に異なる「積極政

策」の提言も『補論』として試みる。以下の章で制度の反省や改革を議論するに

当たっては、政策科学でよく行われるように、概念的に政策を二分することが有

用である。 

 
A 「安定政策」： 現行の制度で中長期的に続けると国民経済社会の発展には役

立たないが、この時点で実際のステークホールダーが取引をし、生活している以

上、その法的・制度的安定性を優先し、法的な既得権も勘案して、現行の制度を

保持する政策。短期、当面の施策。 

 

ただし、近時の四半期開示制度に関する基準・規則の取り扱いを概観するに、こ

の安定政策の名のもとに、既得権者の保護が優先されているケースが支配的で、

その社会的正当性には疑念を抱かざるを得ない。従って、以下の積極政策を具体

的な時間軸を設定して同時に進めることを条件としてのみ正当性が与えられる

政策と考える。 

 
B 「積極政策」： 現行の制度の安定性よりも将来、あるべき制度のために積極

的に現行制度を改変し、新しい制度に移行してゆくための戦略的な政策。中・長

期的な施策。中・長期的な政策目標に関して社会的合意が容易に得られる場合も

あれば、トライアル・アンド・エラーの継続によりピースミール社会工学的に改

善を図る場合もある。 

 

本研究調査レポートは、そもそもは四半期開示制度の改廃についての議論を取

りまとめることを目的としていたから、遠い将来を見越しての積極政策につい

て詳述する余裕はない。それでも四半期開示制度の改廃を結論付けるにあたっ

て必要な将来設計について一定のレベルでの説明を試みる必要があるため、こ

れを『補論』として最終章にまとめてある。 
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第２章 研究調査の方法とプロセス 
 
2.1. 「適切な」研究調査の方法 
本研究調査が採用したい方法は、プラグマティストによる実効性ある応用制度

設計のための「適切な」研究調査の方法である。ここで採用される方法は、研究

者が中立的に「研究対象」としての会計やディスクロージャーやコーポレート・

ガバナンスや経営や経済を冷静に観察し、あたかも真実を発見し報告するよう

な理想論上の合理的な「研究方法」ではない。我々は「研究方法」と「研究対象」

が独立に存在することを前提とする可分論を支持しない。「研究方法」はその「研

究対象」の認知に影響し、逆に（社会科学上の生きた）「研究対象」もその認知

に影響され、相互に継続的に形を変えてゆくとの不可分論を採用する 10。可分論

を標榜したり、良かれと信じて研究を進めてきた学者や、政策科学に慣れ親しみ

のない読者には特異に映るかもしれない。しかし不可分論は応用制度設計やピ

ースミール社会工学の根本的な原理であるし、本報告書の重要な内容の一部を

なす節であるので読みすすめられたい(ポパー,1980)。 

 

このような方法論は何か気難しいものを予想させるかもしれないが、結果とし

て起稿される本レポートは『オックスフォード・レポート』(2012)の例にもみら

れるような「読まれる」報告書であることを予定している 11。「読まれる」報告

書であるためには、（多少の努力や忍耐は要求されるものの）非専門家であって

も十分に理解や批判が可能な読み物である必要がある。 

 

本レポートが採用する調査方法に関するポイントで、特に強調したいのは以下

の４点における「シフト」である。 

 

2.1.1.政策効果の検証責任: 民間から政府へ 

第３章で詳説するが、戦後の標準会計制度（c.1945-）や四半期開示制度（c.2000-）

は本邦に特有の背景に対し特定の政策目標を掲げて導入されたものである。端

的には国民の金融資産を企業の投資・運営資金として投資することで国民経済

の発展に与することを企図していた。今日、四半期開示制度を含む会計やディス

クロージャー政策の成否は「投資家のために」ポジティブに機能しているか否か

という観点からの議論に終始しがちであるが、本来、投資家保護・投資家優遇措

 
10 この点は、例えば、先にみた損益計算書のフォーマット（形式や描写方法方法）が、そのフォーマット

により「写像」されることが期待されている経営・利益行動（実在や描写対象）を大きく変えてしまうこ

とからも容易に理解される。社会科学の多くの分野では観察方法と観察対象の独立関係は成り立たない。 
11 「読まれる」報告書や社会批判合理性という点に関しては、以下の節 2.1.2.統計的「知ったかぶり症

候群」から社会科学的「批判合理性」へや『オックスフォード・レポート』の 38～49頁と 185～186 頁に

も詳細に説明されているので参照されたい。 
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置は大きな経済政策上の目的を達成するために必要な措置の一環として導入さ

れたものであることを忘れてはならない。 

 

しかし今日こうした根本的な目的論は忘れられ、そもそも四半期開示制度の導

入政策に正当性を与えた「目的」や「大義」に照らして政策効果が評価されるこ

とが無い。もっぱら四半期開示制度が投資家や証券市場のために機能している

かという微視的視点での議論や実証データが強調され、統計データが（部分的に

でも）何らかの意味で投資家や株式市場に「ポジティブ」に影響していることが

実証されれば、それで四半期開示制度が有効に機能しているかのような研究報

告が横行している。この点は既に第一章の「背景」において、ＤＷＧの報告書が

学術上の極めて部分的な研究成果を列挙して、四半期開示制度の見直しを行わ

ないことの理由としている経緯にも見て取れる。最終的なゴールとして求めら

れているのは、「分析」ではなく、合成の誤謬をも勘案したり、対立を乗り越え

ての融和を図るという意味での「綜合」である。四半期開示制度が各ステークホ

ールダーに与えている影響を分析するだけではなく、上位のディスクロージャ

ー制度として国民経済の発展に与しているかというマクロ的な検証、根本的な

政策評価と将来の制度設計である 12。 

 

もう一点極めて大切な反省点は、本来この検証責任は政府に帰属する、という点

である。ある制度が多大な社会コストを伴う形で導入され、将来も継続されるべ

きとの方針であれば、その正当性は導入し継続している政府によって立証され

なければならない。20 年前に新しく導入された制度に関して、主要経済団体が

その不適切性を指摘する中で、この制度を継続してゆく意向であれば、その適正

性を論証する責任は制度を導入した政府の側に存在する。2018 年のＤＷＧの報

告書後、「四半期開示制度に反対するのであれば、その根拠・証拠を提示する責

任は企業側・産業界にある」とすると考えるのは立証責任の不当な転嫁である。

制度や権力は自らその正当性を立証するのでなければ、常に改変されるべき存

在である。弱い立場にある制度の犠牲者に立証責任を負わせてはならない。具体

的には、政府は四半期制度の継続が、当初の導入目的に照らして現在および将来

もなおそのコストを上回って社会的厚生を高めていると立証するのでなければ、

四半期開示制度を廃止し制度導入前の状態に回復するのが原則である。 

 

 
12 そもそも、四半期開示制度の効果を本邦経済社会の発展との関係において統計的な正確性や客観性を

もって示すことは容易ではない。しかし、その難しさをもって議論の本質から逸脱して良い理由とはなら

ない。統計的な方法の他に各種の方法を開発したり応用したりして社会が関心を抱いているその問題に

アプローチするのが研究者に期待されている役割である。近年の、研究ジャーナル・カルチャーの影響下、

インパクト・ファクター（研究ジャーナルに付与されている点数・ランキング）をベースとした点数稼ぎ

のための研究が横行しているのは憂慮すべき傾向である。 
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とはいうものの、実際には原則的な政治プロセスが自然に進展せず、しばらく膠

着状態が続いている。これはＤＷＧのメンバーや各企業のＣＦＯや投資家さえ

も「囚人のジレンマ」や「傍観者効果」を含むいくつかの要因により、個々のス

テークホールダーとしては積極的な行動を起こすインセンティブを欠いている

からである。即ち、どのステークホールダーも、全体が動き始めれば全体の利益

を享受しうるが、個人として行動をとってもコストが個人の利益を上回らない

状況である。例えば、ある企業のＣＦＯが一人で行動して四半期開示制度を廃止

すべきだと主張すれば、開示に後ろ向きの会社・ＣＦＯだというレッテルが張ら

れ、投資家による制裁を受け株価下落の損失を蒙りうる（節 3.2.5.ミクロの懸

念や問題を克服したケースとしてのユニリーバを参照）。従ってこうしたジレン

マから独立し、かつ「傍観者効果」の学術的不道徳性を自任している筆者が上記

検証プロセスに参画し、四半期開示制度のメリット・デメリットを検証すること

には一定の社会的意義があるものと信じたい。本研究調査がこのプロセスに参

画し、効果的に検証作業を進めるためには、少なくとも、以下の３点で研究調査

方法や慣習に関する根本的な誤解を解いておく必要がある。 

 

2.1.2.統計的「知ったかぶり症候群」から社会科学的「批判合理性」へ 

第３章において検討するが、四半期開示制度の効果やメリット・デメリットに関

して調査結果を表明しているものを概観して、「適切な」方法を十分に開示・説

明しているものは非常に限られている。例えば、一般社団法人スチュワードシッ

プ研究会の代表理事、木村祐基氏のブログ『「四半期決算開示」の論点～危惧さ

れる拙速な「見直し」論議（2017 年 12月 16日）』は一般に論じられる論点をコ

ンパクトにまとめてあり多くの読者の便宜に資する。ただし、その結論「四半期

開示のメリット・デメリットについて十分な検証とエビデンス（証拠）を積み上

げた上で議論を尽くすべきであると考える」に関しては、仮に
．．

ここで想定されて

いるエビデンスが仮説統計検証型のものを意味するとすれば賛同しない。それ

が非民主的なレトリックで国民の経済社会に資する制度設計に向けての継続的

な批判を阻害する可能性が危惧されるからである。以下、多少の説明を加える。 

 

一般に統計的な実証研究は客観性に優れており科学的な「真理」を示しているよ

うな印象を与えるが、社会科学上の問いに関するものであれば、多くの場合それ

は不可能である。研究に与えられる特定のファンディングや研究者の属性や興

味や研究方針が存在せず、あたかも客観的でバイアスフリーな統計データが眼

前に広がり、それを無作為な統計的手法により分析できる研究者は存在しない。

また得られた統計的有意性が時空を超え、歴史や文化や地政学的な条件の違う

日本という特定の経済や社会に関して真実やエビデンスを提供し、将来の望ま

しい政策を示唆することはありえない。近年は「エビデンス・ベースド・ポリシ

ー」という客観性をもった政策策定プロセスが強調されるが、そこでのエビデン
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スは上記のバイアスを秘匿しているレトリックであることが多い。仮にバイア

スフリーなデータが得られたとしても、帰納法により集められたデータや証拠

をもって将来設計的な制度を議論することは極めて困難な作業である 13。 

 

この点、経済学の分野では、2008 年の金融危機以降は、こうした社会科学の困

難性や限界を素直に反省する論文が増えている。例えばカバレロ（2010）は、当

時ＭＩＴの経済学部長であったが、当時の経済学界が何ら世界的金融危機を予

見できなかった非力を真摯に告白・反省している 14。社会科学の女王と呼ばれる

経済学が、一見客観的で正確性を持つモデルやデータそのものの権威を借りて

「知ったかぶり」（Pretense）をするのは止めようとの自己批判であり、可謬主

義の受容であった。定量データや数学や統計学上のジャーゴンで固められた論

文は一般ステークホールダーを寄せ付けないが、これは社会批判合理性を不能

にする非民主的な手段である。６Ｗ２Ｈ＋Ｅを明示して公共批判を招き入れ、ト

ライアル・アンド・エラーで経済社会厚生を改善してゆこうという態度が必要と

されている。これは先に挙げたポパーや、現実的な成果を求めた米国のプラグマ

ティスト（パースやデューイ）や大陸のハバーマスらにも共通の主張である。会

計学やファイナンスに知見を有する経済学者としては、『レトリカル エコノミ

クス』（1992）で有名になり、時にノーベル経済学賞候補として名を挙げられる

こともあるマクロスキーが同様の見解を示している（c.f., McCloskey,1990）15。 

 

 
13 英米で、すでに 20年も前に流行り言葉となった「エビデンス・ベースド・ポリシー：ＥＢＰ」が周回

遅れで日本に輸入されつつある感がある。しかしＥＢＰなどと、疑いのない客観的真理や証拠に裏打ちさ

れた政策が可能であるかのようなレトリックを使い、マーケット・データをアレンジした実証研究やデー

タが多様なステークホールダーの合理的な社会批判プロセスを阻害するのであれば、その罪の重きこと

計り知れない。経済社会政策の分野において客観的で絶対的な真理や価値や証拠が成立する分野がどれ

ほどあろうか。にもかかわらず、会計やファイナンスの分野では「客観性を擬装する計算」が経済・社会

に関する議論を支配しがちである。しかも、多くの研究者や為政者がそうした意識もなく特定の研究方法

を採用し、結果を公表し続けていることは一層の注意を必要とする。後述するＭＩＴのカバレロ（2010）

と同じく、我々は知ったかぶりの学問や政策論議を慎み、開かれた社会的批判性の推進に努めるべきであ

る。 
14 経済学では同様の反省から、徐々に数理的な形式や方法よりは読者或いは幅広いステークホールダー

と共有されるべき適切な言葉・レトリックを新しい「方法」として採用しながら、議論・政策提言を展開

する必要性が認識されてきた。「内容としての言語や方法論」、「規制・基準のコンテキスト」、「レトリッ

クの開示（Acknowledgement）」、「説明や予測よりは構築・創造」、などの重要性が理解され、さらに政策

科学上の原理（良い・悪い政策の判断基準）や理論制度設計の原理が不断に検討されている。 
15 マクロスキーは現在イリノイ（シカゴ）大学の Distinguished Professor of Economics, History, 

English, and Communicationである。資本主義の歴史や構造的問題、社会問題の数量化、統計的有意差

を主とした経済学の方法論の問題、経済学のレトリック、経済成長理論、所得格差など幅広扱う論客であ

る。かつてドナルド・マクロスキーであったが、女性としての人間性あふれる愛情をより自然に体現する

ために性転換を通じてディアドル・マクロスキーと改名している。価値多様性が重視される現代に重要な

学者であり、アンオーソドックス・エコノミストとしてノーベル賞候補に挙げられることもある。アーリ

ョ・クラマーと共に日常言語による経済学や会計学の必要性を説いていた経緯もあり、筆者がオックスフ

ォード大学（クライストチャーチ・カレッジ）で公開セミナーを企画した経緯がある。 
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以下では、マクロスキーと同様に、広く関係各位の共通理解を得たうえで将来の

制度設計の核となる「動機づけ」の基礎を確立するために言葉（日常言語）やレ

トリックの大切さを説明する。 

 

2.1.3.ジャーゴンから日常言語（共通理解と動機づけの基礎）へ 

四半期開示制度のメリット・デメリットを公共的批判を通じて検証してゆく作

業の中で大きな障害となりうるのが、表見的な客観性や正確性に擁護された統

計的手法や、そこで使用されるジャーゴン（難解で批判を寄せ付けないような専

門用語）である 16。現在の学術的研究の多くは、特定のディスクロージャー制度

が「情報の非対称性の解消」や「株価決定のための情報の有用性」や「株式の流

動性」や「透明性」という側面で「統計学的に有意差がある / ない」という概

念やデータや判断基準を用いて、その制度が投資家に与するものであるか否か

を検証している。これらはファイナンスの世界では常識的な用語であり役立つ

ものであっても、経営者や従業員が事業や日常業務を遂行するにあたって使用

する言語とは大きく異なる 17。本研究調査が「経営者や従業員が事業や日常業務

を遂行するにあたって使用する言語」を重視するのは、将来の制度設計の観点か

らすれば、日常言語こそ主要ステークホールダーの動機づけと直結しているの

であり、新たな制度に合意し実行してゆくためには必要不可欠な要素だからで

ある。研究調査書のみならず、新聞やメディアにおいても不可解な言葉やデータ

 
16 一般的なポイントとして、会計やファイナンスにおいては統計的な有意差（Statistical Significance）

を中心的な判断基準とした実証研究が支配的になったが、その功罪や統計的な有意差の解釈上の誤用に

ついて Nature 誌を参照するとよい（「Scientists rise up against statistical significance」Nature; 

V.アムライン,,S.グリーンランド,B.マクシェーン, 2018 March 20）。一般に社会科学よりも統計的な分

析が適用しやすい自然科学分野でさえ安易な統計的な有意差中心の研究を改めようという話である。社

会科学においては S.T.ジリアク D.N.マクロスキー (2008) The Cult of Statistical Significance - 

How the Standard Error Costs Us Jobs, Justice, and Lives が有用である。例えば、ある社会制度が

誘発する現象が社会厚生上「プラスに働くケースもあれば、マイナスに働くケースもあるけれども、統計

的に全体を観察すると、少しマイナス傾向がみられる」という現実がある場合に、多くの統計実証的論文

は「この制度は社会厚生上好ましからざるという」結果示唆するものとして理解されてしまう。それでは、

せっかくプラスに働いている側面もあり、ほんの少し制度を微調整してやるだけで社会厚生が高められ

る場合にも、制度全体の評価をおとしめ、効率・効果的な制度設計に支障をきたすケースがまま観察され

る。また、本研究調査の方法は、こうした「プラスの側面もマイナスの側面もあろうが多少の統計的有意

差がある」程度の側面で判断するのではなく、もっと根本的に多くのステークホールダーに共通して大き

くプラス或いはマイナスになるような要因をベースとして四半期開示制度の改廃を論じる予定である。 
17 『証券アナリストジャーナル』誌中、ある統計実証分析で次のような結論を目にした。「業績予想開示

企業ほど、私的情報を収集しようとする情報トレーダーのインセンティブが低く、その結果情報の非対称

性が低く抑えられていることを明らかにした。この結果は、業績予想の開示が、投資者間の情報の偏在を

是正する役割を果たしていることを示唆するものである。・・・これらの研究結果は、あらゆる投資家に

とって、経営者による業績予想が投資意思決定に際して重要な情報源となっていることを意味している。

また、経営者による業績予想が公表されることによって恩恵を受けるのは、投資家に限らないことも自明

である」。本研究調査には、こうした意味における「情報の非対称性」の低下をもたらしているとする情

報開示制度がなぜ重要と考えられるのか全く「自明」でない。理論的にも完全に効率的市場のパラドック

スに関する懸念が感じられない。 
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が支配的になると、経営者や従業員は自らの行動が本来の経営目的との関連で

良いのか悪いのかわからず行動原理を見失う可能性が高い 18。 

 

更にそうした環境に長く置かれるうちに、「会社は株主のものである」とか「経

営者は株主のために働くべきである」という、伝統的な日本の経営理念とは相い

れない主張に慣れ親しみ、投資家やファイナンスの言葉が示唆する「良さ」にお

もねる行動にシフトする 19。特定のデータ・フレームやそこで使われる言葉や予

想に慣れ親しむと、人はそうした親和性ある物や事についての競争を始め、新た

な現実を創造しはじめる。いわゆる自己達成的予言（Self-fulfilling Prophecy、

ポパーによれば「オイディプス効果」）と呼ばれるものであり、これこそ社会科

学を物理学系の自然科学と区分する重要な特徴であると言われる。 

 

近年の分かりやすい例を挙げるなら、ＣＳＲやＳＤＧｓの効果を株価で計るよ

うな研究やメディア・レポートが横行し、今度は経営者もそうしたメトリックで

ＣＳＲやＳＤＧｓの成否を判断するような現象が挙げられる。また、少し違う場

面ではあるが、理解不能なメトリックが経営に与える影響としては、最近或いは

将来のＡＩ監査における危惧を想起しても良い。ＡＩが会社の財務諸表を監査

不適正と判断しても公認会計士がそれは「何故か」と説明できないケースが発生

し、その増加が懸念されている。監査上不適正であることを会社の担当者が理解

できる「言葉」で説明できないという可能性は、「自然人の知能を超える人工知

能をもって監査する」という決定に定義上付随する当然の帰結であり、懸念であ

る。しかしこの懸念が十分に検討されないままにＡＩ化が喧伝される傾向にあ

る。一度導入されればＡＩ監査に合格することが求められるために、徐々にＡＩ

監査に通る数値にたどり着く会計手法や経営手法を編み出し慣れ親しんでゆく。

そうした行動が本来の経営目的に合致するものである保証はない。主要ステー

クホールダーが主体的にこうありたいと思う理想への動機づけとして機能しな

い。 

 

 
18 別の社会生活の側面からよく知られたケースを注記する。美術館の絵画の価値を想起されたい。壁に掛

けられているジュルジュ・ルオーの絵画を「取得原価」で評価するのではなく、一見客観性の高い「公正

価値」で評価せよとの論調が高まり、それに従うものとする。公正価値は今後 20 年間に予想される美術

館に足を運ぶファンが支払う入場料を基本にしたモデルで計算されたり、或いは絵画収集家によるオー

クション予定価額をベースに 1000万円と評価されたとしよう。或る時、その絵画を 1100万円で購入した

いとする申し出があり、美術館はそれに応じるよう圧力を感じ、取引に応じたとする。他の絵画にも同様

の事態が生じ、結局、美術館はオリジナル・コレクションとしての価値を消失する。美術にしても、企業

にしても、経済にしても、その部分の資産価値をマーケットに任せて決定すれば、全体としての価値や制

度が失われることがある。計算は計算として行い、絵画を実際に売却するか否かは別の問題であるとの主

張は、計算実務に付随する外延的な効果を十分に理解していない。経済社会生活において、計算は計算だ

けに終わらない。計算の社会的帰結を予測・統制して制度を設計する必要がある。 
19 近年は「会社は株主のものである」という見方が一般化してきて、この一文に疑問や驚きをもつ読者も

多かろう。この点については、第３章、４章、及び補論で詳述する。 
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ここでもう一例、本報告書が強調する（特に輸入された）「言葉」や特定の「デ

ータの形」が歴史的に多大な影響を与えてきた制度設計の例を挙げる。偶然、米

国で四半期開示制度が成長し始めたころでもあるが、1930-40年代以降世界中で

ケインズ革命が成功した陰にあったのは、その「言葉」と「データの形」であっ

たと解されている。ケインズの弟子であったリチャード・ストーンはケインズ理

論を国民経済計算化（National Account＋ing）し、ケインズの理論や政治的な

ポジションを会計・統計データの形に置き直したうえで、政府から『経済白書』

を出版した。その後、ストーンは国連統計局長の職を得て、英国型の National 

Accountingを加盟国に適用した。ストーンはこの功績を評価され 1984年にノー

ベル経済学賞を受賞している。この新たな会計用語や統計フォームが世界統一

された影響について、社会学者パーソンズは「経済白書が出版されてからという

もの、経済事象そのものがケインジアンの動きをし始めた」と評した 20。これは

名著 The Power of the Financial Press: Journalism and Economic Opinion 

in Britain and America の中で表したもので、ケインズの政治哲学や政策が、

形式的には中立で客観性を装う会計や統計データの形で世界に広まり、ケイン

ズ派でない人さえも、いつの間にかケインズの考え方を理解せずして経済を論

じえなくなった状況を描写したものである (パーソンズ,1989；スズキ, 2003b)。 

 

この例を本題の会計やファイナンスに置き換えて、米国由来の会計・ファイナン

ス用語やデータのフォームが、投資家の便宜のみならず、広く日本の経営や経済

社会に与えてきた影響を考えるとよい。例えば東京証券取引所（以下、東証と省

略）は「投資者が投資判断を行う上で最も重要な情報の一つである会社情報が、

より正確に、より早く、投資者へと伝達されるよう電子開示への取組みを絶え間

なく進めています」と謳う。この普段疑われることの無い即時性や正確性や比較

可能性を一貫して追求してきた（「東証の電子開示の取組み－適時開示情報の

XBRL 化」）21。これ自体は東証や投資家やアナリストにしてみれば、制度が期待

した通りの行動を示しているのであり、何ら悪意も責任もない。 

 

しかし問題はそうしたジャーゴンの羅列や誤用が企業経営や日常の業務の遂行

や社会生活に与える影響を注意深く見守ってこなかったことである。例えば、投

資家のトレーディングの対象としての「一株当たり株価」に「発行済株式総数」

を乗じたものが、もっとも代表的な「企業価値」の指数として受け入れられ誤用

 
20 この歴史と、日本の会計や統計の整備の歴史は無関係ではない。戦後のＧＨＱ支配下、ケインズ－スト

ーン型の国民経済計算に感化された J. K. ガルブレイスがその日本のカウンター・パートナー、都留重

人等と共同して企業会計や経済統計を整備し始めた。また、その後 80 年を経ても政府の一貫した財政政

策と政府負債が大きいことを思う時、世界の中でケインズ－ストーン型の国民経済計算や統計、またその

基礎構造としての企業会計やディスクロージャーが最も影響力を発揮したのは日本であったかもしれな

い（スズキ, 2007a, b）。 
21 東京証券取引所 XBRL https://www.jpx.co.jp/equities/listing/xbrl/index.html (アクセス：

2020/03/31) 

https://www.jpx.co.jp/equities/listing/xbrl/index.html
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されるケースが観察される。もちろん企業価値をそうした計算方法で算出する

ことに合理性がある場合を否定するものではないが、それがあまりにも広範な

ステークホールダーの生活や利害に影響を与えている現況が危惧される。「ＴＯ

ＰＩＸ」は毎日の新聞や、毎時のニュースでも否応なく市民に伝えられ、2020年

後半の安倍政権の終焉にあたっては、その成否が政権前と後の日経平均株価の

差によって語られる程であった。 

 

別の例では、主要な学会で招致講演者が「中長期にＲＯＥ８％を超える経営がで

きない経営者は（企業株価を毀損させるという意味で）バリュー・デストロイヤ

ー」だとの極言をさもなさげに公言するのを聞いて、どうして我々はここまで安

易にジャーゴンを多用・誤用してしまうのかと自省せざるを得ない。希薄な利益

でも日常生活に必要不可欠な財サービスを安定して提供し、多数の雇用を確保

して日本の経済社会の持続的な発展に寄与している会社は数知れない。ＲＯＥ

が投資家の期待値を下回るということが、一般的な意味での企業価値さえ棄損

しているかのように解釈される風潮には経済社会政策上の合理性がない。おそ

らくそうした会社の方が圧倒的に多く、日本国民の質の高い生活を支えている。

にもかかわらず、多くの政策討議や一般メディアのディスコースでも、ＲＯＥや

株価を無批判に擁護・推進するケースが観察される。こう説明すると「投資家の

期待に応えられない企業は上場廃止すべきだ」と安易な反論が展開されがちで

あるが、そうした論者は上場という既成事実に伴う法、制度、社会的安定性の必

要に関する配慮を欠いている場合が多い。この点については第３章で詳説する。

ここでのポイントは、ジャーゴンの羅列や誤用を改め、経営で使う日常言語に基

づく判断を推進することで、国民経済や社会の厚生の維持に資する制度を設計

することである。 

 

本題の四半期開示制度に即して問えば、1990年代後半から 2000年代という日本

経済の成熟期に、あえて四半期開示制度という新しいデータシステムを英・米に

倣い導入したとすれば、その理由は何であったか。英・米国とは大きく異なる環

境の中で（第４章参照）四半期開示制度に付随して無批判に輸入された「言葉」

や「指標」とその影響は何であったか。そして、その後の会計学研究のトレンド

として、四半期開示制度の導入前後で株価の反応が良いとか悪いとか（即ち情報

の「有用性」が高いか否か）、「透明性」や「流動性」が高まったか否か、「投資

家によるガバナンス」がより有効に機能しているか、経営者の「Quiet Life（無

為・安住経営）」が軽減されたか否か、などを統計的に検証する実証研究が主流

となったが、こうした研究が日本の企業の経営者感覚に照らして理解可能なも

のであり、「本邦経済社会の発展のため」に役立つ研究調査となっているか、時
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として反省を要するポイントである 22。逆にこうした言葉や指標や研究調査が、

日本の経営経済にとって大切な要素から焦点をシフトさせ、望ましい経営や制

度設計を阻害してしまっている側面はないか。仮に四半期開示制度の導入が経

済成長を前提としてエクイティ・ファイナンスを推進するための米国型モデル

の無批判な模倣であり、結局それが「本邦経済社会の発展のため」に機能してい

ないのであれば、それは学問や行政の失敗であり早急の反省を要する。 

 

即ち、四半期開示制度の現代における適正性は、それによって株価の反応が良い

とか悪いとか、流動性が高まったか否かということだけではなく、経営者や従業

員など広く国民が理解できる日常の言語によっても評価されるべき可能性はあ

る。数理・統計的に経営の日常のノイズを消去し、抽象し、分析し、綜合した研

究が無意味で重要性がないと言うのではない。そうではなく、そうした研究が有

意味に遂行されたとすれば、実務者にわかる言葉で説明されなければならない
23。重要なのは四半期開示制度が、どう経営に、顧客に、従業員に、国民経済に

資しているのかわかりやすく説明できることである。研究調査の言語を実務の

それから乖離させてはならない。 

 

2.1.4.現実の「説明と予測」から将来の「制度設計」へ 

「研究調査の言語を実務のそれから乖離させないこと」は、実は未来志向の制度

設計の科学の観点からこそ最も要請される重要な点である。これまでの経済学

や多くの社会科学は、その目的を客観的な現実の「説明」やその延長線上の「予

測」に置くものの、その予測の多くは外れ 2008年の金融危機さえ予見できなか

ったことは既に述べた。 

 

そこで通常の「予測」に代わり、2000 代後半から注目され始めた科学の一つが

制度設計学でありそれに基づく「社会の構築」や「未来のデザイン」である。制

度設計においては、過去や現在に関する現実の説明には重きは置かれない。それ

よりは、「ある社会目標が合意されたとすれば、その目標は経済主体の動機を利

用してどのように達成しうるか」が重視され、そのプロセスにおいては過去や現

在の詳細な説明や証明は二次的なものに過ぎない。そして、このコンテキストの

中では制度設計上の「予測」とは既存科学の単純な予測とは大きく異なる。制度

設計上の「予測」とは「The best prediction is the one for which everyone 

 
22 もっとも、そうした研究者の立場は「経営者感覚に照らして理解可能なもの」を公表しようとしている

わけではないという立場が支配的であろうが、この点は筆者のポジションと異なる（第１章および２章を

参照）。 
23 ＡＩ監査でＡＩというブラックボックスが「これではダメだ」と言っても、なぜダメなのか説明できな

ければ、経営者が納得しない点は既に述べた。一次的に経営者は納得しないし、二次的には訳もわからず

とにかくＡＩが「ＯＫとする」行動を探し出す行動を誘発し、それが長期的には経営の動機を失うことに

つながりかねない。中長期的な影響の可能性を考えると、この点は強調しても強調しすぎることはない為

に、再度ノートする。 
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is motivated to work」という時の予測である。即ち、ゴールや予測を公表した

時に各ステークホールダーはそれぞれの動機に従って利己的に行動するが、そ

の総合的・最終的な帰結は合意された社会目標（ゴール）を達成するように設計

された予測である。 

 

ここでは「方法」も「研究」もその研究から派生する「予測」も互いに独立では

ない。全ては相互依存的であるが、結果として社会的に合意された目的を達成し

やすいように制度設計されている。前述したように、伝統的に科学は「可分論」

を前提とするが、社会科学の多くにおいてはそれが存立しえない。現実も理論も

データも予測結果も皆相互に影響し合いながら変遷してゆく。であれば、その変

遷のプロセスを民主主義が許す範囲で意図的に統制し、よりよい現実を作って

ゆこうというのが制度設計学の発想であり、社会構築主義的な予測である。 

 

こうした制度設計において必要とされるのが各ステークホールダーが広く共有

する日常言語である。ある制度を安定的で強固にする条件の一つは各ステーク

ホールダーがそれぞれの動機に従って利己主義的に行動することであり、そし

てもう一つはそうした利己的な行動が全体としては社会に望ましい効果を生む

よう事前に計算されたコーディネーション（統制）である。一般に、この全体の

コーディネーションを可能にするのがステークホールダー間で共有される日常

言語である 24。これは制度設計の科学や行動科学上、「単純性の原則」に基づく

「インセンティブ・コンパティビリティの原則」と呼ばれる属性である。経済社

会における規則や基準を設計する上で、為政者はこうした原理に基づかなけれ

ば市民を望ましい行動に誘引することが難しいという原則である。 

 

こうした制度設計の現実経済社会での応用例として、エリック・マスキンにより

「本来は複雑で、個々のステークホールダーにとっては直接のメリットの少な

いＣＳＲを、単純化し、共有化し、社会目標として多くのステークホールダーを

動員することに成功した言語」として評価されたのが、先の One Additional Line

である（スズキ,2020）。2010 年代のインドにおいて「損益計算書上に一行で表

示されたＣＳＲ費用」が、経営者、メディア、投資家、会計士などのステークホ

ールダーにわかりやすい共通言語としてメッセージを発信し、それぞれの自主

的な行動を誘発し、且つ社会で求められているよりサステナブルな経済・証券市

場を形成するのに貢献したと考えられている。筆者が企図しているのは、こうし

 
24 先読みの早い読者のために注記すれば、かつては「利益」がそうした共通言語としてうまく機能してい

た。即ち、利益が個々の利己的な行動の原動力ともなり、その利己的な行動の合成が社会の厚生にも有効

に機能していた。ただし、現代の成熟経済社会において問題なのは、（１）「利益」がかつてほど強いイン

センティブを個々のステークホールダーに与えない、また（２）仮に個々の便益を高める動機づけとして

働いたとしても、その合成が社会の厚生を高めるに至らないことである。この点については、第 4章で取

り扱う。 



41 

た分かりやすい言語に基づく経営や経済のマネジメントを、今度は新興国では

なく成熟経済社会化した日本でも応用・実践できないかという課題の提起であ

る。 

 

成熟経済社会化した日本の制度設計においては、もう一点、明確につけ加えなけ

ればいけない点がある。それはこれまでの四半期開示制度を含むディスクロー

ジャー制度の中で、最も大切なステークホールダーがほとんど完全に無視され

てきたということである。今日われわれはディスクロージャーの主たるベネフ

ィシャリーを投資家であるとして疑うことをしないが、従業員や将来の従業員

たる学生はどのように取り扱われているであろうか。本研究調査を進める過程

で、多くの経営者から「どうしてここまで従業員（或いは若者、または中堅管理

職まで含めて）のやる気が失われてしまったのか」との感想が聞かれた。ここで

我々は一つの自問を課すことが有用である：「従業員は自身の会社の有価証券報

告書を読んでいるか」と。大多数の従業員において、答えは「Ｎｏ」である。従

業員は自らが働く会社の財務諸表に興味を示していない。関心がない。自らの役

割や成果と企業の業績やその付加価値の分配に連関性を見出せないからである。 

 

高度成長期ならまだしも基本需要のみならず多くの奢侈財需要まで満たされた

成熟経済社会において、事業遂行上の最も大切なステークホールダーたる従業

員が自らの役割や貢献を事業の経営成績や財政状態との関連で確認できない情

報システム下で、従業員に積極的な経営参画ややる気や遣り甲斐を十分期待で

きるであろうか。決算発表に伴い、株価の反応も大切であろうが、それよりも大

切な情報が大きく欠落している。第３章と４章で詳述する予定であるが、現代の

従業員は給与とともに仕事を通じての社会貢献や遣り甲斐を求めている。そう

した従業員の遣り甲斐やプライドをアカウンティングやディスクロージャー制

度の中に組み込んで、ミクロとマクロを繋ぐ制度設計を図る必要がある。 

 

本研究調査が従業員や将来の従業員たる学生に焦点を当てるにはもう一つの理

由がある。従業員が毎日の事業の運営をつかさどる労働者として重要であるこ

とは当然であるが、人口減少期を迎え、共働きが増え、高齢者の労働も増加する

ことが予想される社会においては、労働者こそが消費者であり市民の大多数で

あるということである。そうした社会において労働者を企業情報の利用者とし

てほとんど想定していないことは制度設計の原理に悖る。従業員や学生の共感

を得る言語や共感価値で会社の経営状態を測り説明する必要がある。少なくと

も中長期的には「主たるステークホールダー（即ち従業員や学生やそれをリード

する経営者）のために情報システムをデザインし直さなければ効果的な制度設

計は不可能である」というのが近年の制度設計の科学の教えるところである。 
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日常の主たる事業遂行者であり日本経済社会の生活者である従業員は、自らの

業務が一年間でどれだけの付加価値を生み、その付加価値が誰にどれだけ分配

されているのか知るべきであろう。そうした基本的な情報が他のステークホー

ルダーと共有される制度が整備されなければ、来るべき時代のコーポレート・ガ

バナンスとして、従業員を十分動機づけることが出来ず、本邦の経済社会の持続

的発展にも支障をきたす。これは近年の会計やディスクロージャーではほとん

ど議論されてこなかった論点である。 

 
2.2. 研究調査のプロセス ＝ 本レポートの構成 
本調査の構成は研究プロセスを反映している。そのプロセスをまとめれば以下

の通りである。 

 

2.2.1.データ収集 

本研究調査の第一段階としては、通常真っ先に行われる先行研究をまとめる作

業に優先して、以下の基礎的なデータの収集に努めた。第一次データ（Raw Data）

は主として次の３種、即ち「歴史経緯」、「国際比較」および「本邦現代市場のセ

ンチメント」に分類される。 

 

a. 歴史経緯のまとめ 

本調査では、四半期開示制度の歴史的展開を重視している。これは先に述べたよ

うに、会計やファイナンスの用語が往々にして時空を超越したような議論を可

能にしてしまうことに対する反省である。四半期開示制度は日本の特定の時期

の特定の環境の中で、特定の政策目標のために導入されたものであり、この歴史

的経緯に照らして政策評価をする必要がある。よって、本調査の最も根本的なデ

ータとしてこれを第３章（節 3.1.1.）の初めにまとめる。 

  

b. 国際比較 

いかなる社会制度にしても、その適切な国際的な比較は制度設計の正当な手法

であり、有益な参考資料となる。もちろん「米国がこうであるから日本も同調す

べきだ」などという単純で誤った目的のために使用されるものではない。本調査

では、ＤＷＧが参考として挙げている米・英・仏・独の４ヶ国の最近の事情をア

ップデートし、更にもう一例、2020 年になって四半期開示制度の強制適用を原

則的に取りやめたシンガポールの例も紹介する。シンガポールが参照事例とし

て適切である理由も第３章（節 3.1.2.）で説明する。 

 

c. 本邦現代市場のセンチメント分析・綜合 

概略的な歴史経緯と国際比較を経たうえで、本邦における、現在の市場のセンチ

メント（日常感覚）を分析する。2019 年 1 月、筆者はまず関経連及び筆者の先
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入観にデータ元が限定されず、かつ日常の言語で表現ができるだけ多く反映さ

れるように、早稲田大学商学部の学生（総計 20名）に依頼して、考えうるあり

とあらゆるデータソースに当たり収集し、データの解釈・解析に努めた（同年８

月まで継続的に実施）。使用した情報源をまとめると次の通りである。 

 
 ソーシャルメディア投稿文（NewsPick; Linkedin; Facebook；Twitter；各

種ブログ記事） 
 
 所属する組織の属性に影響されずに個人的に自由な発言がみられ、公共

的な観点を無視した個人の経済的合理性に基づく行動が見て取れた。ま
た、逆に、個人の経済的合理性を追求しすぎる特定のステークホールダ
ーに対する厳しい批判も直感的な理由やトーンで観察された。 

 
 日本経済新聞Ｐｒｏ（電子版－朝刊・夕刊；日経産業新聞；日経ＭＪ；日経

ヴェリタス） 
 
 上記の個人のキャパシティーを超えた観察を含むものが多かった半面、

誰のどういう立場からの記述か不明のものが多かった。また、こうした
メディアの報道に対する上記個人の反応の大きさも確かめられた。 

 
 Ｗｅｂ検索（グーグル検索を使用） 

 
 特にシンクタンク、研究所、経済団体等の意見書や調査書を入手するに

は有効であった） 
 

 ＷＩＮＥ（早稲田大学図書館が提供する総合データベース） 
 
 学術資料の所蔵情報や入手方法を調べるために利用した。検索された著

書や論文はできる限り入手して分析した。 
 

 2019年６月以前（本報告書の調査方針が決定される前）に四半期開示制度に
ついて著者または研究協力者により記録されたインタビューデータや電子
メール 
 
本研究調査の概要が固まる前、即ちパイロットテスト時までに、重要関係者
にコンタクトをとり、意見などの聴取をしてあった場合に、その内容をまと
めたもの。ディスクロージャー・ワーキング・グループ・メンバーや官僚、
主要投資会社役員などの言説が含まれる。 

 

第一次データを収集するにあたっての検索語は「四半期開示」である。検索期間

はそれぞれのデータベースで可能な「全期間」である。 

 

この作業は、先の経営者や従業員の「日常の言葉」を重視し、本レポートでの分

析の中核とする意味でも大切なプロセスであった。（１）定期・定型的な四半期

決算の発表に関する記事を除外し、（２）意味不明なものを除き、（３）記述内容

が明らかに誤りであったり、浅薄で記録するに足りなかったりするものは除外
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した。最後に（４）同じ内容のものを取捨選択して集約して代表的なものを複数

の学生らが適切と考える分類に従い図表 5５のようにまとめた。図表 5 のよう

なステークホールダーの分類はどのような分類であっても完全なものは存在し

ないが、本レポートにおいては職業の種類をベースとしてまとめた。 

 

こうしてまとめられた情報の目的は市場における論点や議論の発見・収集であ

り、そうした議論・論点に関するセンチメント（市場における日常感覚）の把握

である。一義的には統計的な性質には興味はないが、ある特定の内容が現れる頻

度などから一定の傾向が確認された場合には参考までにノートした。データは

質的差異が大きく、特定の議論・論点を疑いなく結論づけるようなケースは多く

ないが、全体として四半期開示制度に関する多くのステークホールダーのセン

チメントを感じ取るには非常に有効な手続きであった。 

 

こうした基礎データから始め、更に少し論点の追求が必要な場合にはアンケー

ト調査を実施し、或いはインタビューを重ねることでポイントを明らかにする

ことに努めた。 

 

2.2.2.ミクロ的な分析と綜合（第3章） 

本研究調査の対象は現代本邦における企業統治や市場の在り方、全体である。第

３章のミクロ的なアプローチは、そうした全体に対して、個々のステークホール

ダー（即ちミクロ）のセンチメントや行動の解釈を通して分析・綜合するもので

ある。 

 

2019 年９月以降、研究調査の第二段階として遂行したのは、第一段階で得られ

た各ステークホールダーの知見の詳細や正確性を確かめるために適切と考えら

れる専門家にインタビューやメールを通しての意見交換を行った。この作業に

おいても重視したのは、学術研究プロトコールが求める厳格な形式を一定程度

犠牲にしてでも追求されるべき実務における生の声の記述である。近年はイン

タビュー・ソースの形式要件が厳格で、この要件へのコンプライアンスが研究調

査の客観性や正確性や有用性を保証するかのような印象を与えるが、多くの場

合は誤りである 25。メディアにおいても取材源・情報源の秘匿が国際的なコンセ

ンサスになっているのは情報源を委縮させることなく真実を語らしめることを

優先させている結果である。インタビュイーの属性やランクを詳細に開示した

り、インタビュイーに電子的な録音とそのテープ起こしの予定を事前に知らせ

たりするのでは、情報源からは公式・建前上の情報しか得られない。学術的研究

 
25 今日多くの研究者がデータの形式的客観性・数学的処理可能性に学問的正当性を付与し、その結果発表

される論文が現実から乖離すること著しいにもかかわらず、研究者としての地位をより強固なものにし

ている現実は嘆かわしい。 
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調査の価値は取材源・情報源の開示を含む形式的な研究プロトコールの遵守で

はなく、取材源・情報源を詳細に開示せずとも信頼性を保持したまま公表できる

能力であり、この能力は当該研究者や研究機関が兼ね備えるべき研究倫理と不

断の努力で積み重ねられた社会的なレピュテーションに負うところが大きい。 

 

2012 年に『オックスフォード・レポート』を起稿した際には金融庁からの公表

という事情もあり、本研究調査書で開示している以上に詳細な情報源の開示が

要求された。ステークホールダーの詳細な分類とランクを記号化して、インタビ

ュー日時もできるだけ記載した。しかし、この結果、レポート公表後少なくとも

二人のインタビュイーのアイデンティティが判明し、その後の生活に一定の影

響を及ぼした。逆に、もしそうした詳細な情報源の開示が必要とされなかったな

らば、もっと本質的でインパクトの高いインタビューデータを幾つも記載する

ことができた。 

 

例えば、当時ある重要な機関のトップを務め日本経済にも重要な影響力を持っ

ていた首長のケースを説明する。氏は公式にはＩＦＲＳの強制適用に賛成する

グループの一人であった。2012 年１月、氏は筆者との一対一の面会を要請し、

人払いをしてまでホテルの日本料理店の個室で討論を求めてきた。およそ２時

間 30分に及ぶ会合の最初の１時間は、筆者をＩＦＲＳ導入賛成派に転向させよ

うと説得する意図が感じられた。しかし筆者が断固として研究者としての立場

を固持する意志を表明すると、まさかの展開を見せた。実は同氏も「国際会計基

準なんてどうしようもない基準」だと思っていると言う。「あんなの入れちゃあ、

日本の経営がおかしくなる」との見解を、面会の最後まで延々と語った。のれん

会計など見積もりの多いＩＦＲＳに対し個人的には大反対である旨を滔々と述

べ続けた。それでも、その後のメディア上ではＩＦＲＳを完全強制適用すること

が日本経済の国際競争力を高めると主張されていた。筆者はこの会合に関する

明白な証拠を持ち合わせるが『オックスフォード・レポート』起稿時に採用した

研究プロトコールに従えば、ほとんどレポート上のデータとして公表すること

ができなかった。 

 

本稿ではこうした形式的コンプライアンスへの準拠性のために実質的なインタ

ビューデータを犠牲にする損失を最小限にとどめたい。本研究調査上の客観性

の問題は、過去 20年にわたって各国の閣僚級政治家や次官級官僚、国際機関と

の共同で報告書を上梓してきた経緯や、普段リサーチアシスタントとしてデー

タの収集・保存を担当してくれる多くの学生に囲まれた筆者が研究倫理に悖る

不実を報告する可能性は少ない環境にあることから一般的信任を得たい。また

先に方法論の節で述べたように、読者は筆者やこの報告書に強い客観性を求め

るべきではなく、ここで表明された情報や判断に関して今後多種多様な意見や
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論議が交わされる社会批判合理性のプロセスの中に客観性を求めるべきである。

今回こうした方針を強化したのは「囚人のジレンマ」や「傍観者の効果」のため

に、研究者が中心となって積極的にステークホールダーの声や行動を代弁しな

い限り、社会全体の利益が確保されない構造を確信したからであり、またその影

響が日本経済社会に及ぼす不利益を強く危惧したからである。研究プロトコー

ル上の形式性を優先するよりも実質を重んじなければこの不幸な構造に対する

解決が見いだせなかったからである。 

 

ここに「囚人のジレンマ」的な構造とは以下を指す。（１）調査したほぼ全ての

会社の部長・課長級以上のインタビュイーの四半期開示制度への不満は極めて

高く、この無駄な社会的規制コスト（と考えられている）を何としてでも改変し

たいが、個々の会社がそうした発言をすると投資家やアナリストらからディス

クロージャーに後ろ向きの企業としてのレッテルが張られ、株価の下落も予想

されるために、ほとんどの企業が声を上げない。筆者は 20年を超える研究歴の

中で 2,500 ユニットを超える聞き取り調査を実施してきたが、今回ほど「会社

の名前を出されると困ります」と何度も念を押され、アイデンティティの判明を

危惧されたケースはなかった。 

 

こうした状況は、企業側程ではないにせよ、投資家・アナリストサイドにも観察

された。特に長期投資を哲学とする投資家やアナリストは本来長期的なファン

ダメンタル分析に時間を割き四半期ごとのノイズにはコストをかけたくないの

であるが、四半期情報は出させるだけ出させておいて分析にコストをかける必

要はないと説得されたり、短期の売買を繰り返す投資家がその都度利益機会を

得ていることを目の当たりにすれば、個々の投資家やアナリストがわざわざ四

半期開示制度に反対して恨みを買う必要もない（節 3.2.2.参照）。 

 

更に、インタビューを重ねてゆくうちに、公認会計士にも似たような構造がある

ことが判明した。それは、一つには、内部統制監査手続きやその他の実証手続き

の充実のために多大な時間が要求される中で、監査法人内の人員不足や働き方

改革の圧力があり、四半期レビューにあまり時間をかけられないことが関係し

ている。また四半期レビュー制度が導入された当時と比べレビュー手続きが標

準化され、ルーチン化され、レビューにあまり意義を感じられなくなっており、

プロフェッショナルとしてのプライドを感じられなくなっている。監査法人間

の競争も手伝って監査報酬の 10－15％ほどを占める四半期レビューからの収入

をわざわざ減らすような発言は慎むよう求められていた（詳しくは節 3.2.3.参

照）。 

 



47 

こうして、四半期開示制度の改廃に向けての議論は、ステークホールダーは全体

として見直した方が良いと考えているにもかかわらず、個々のステークホール

ダーとしては積極的に意見発信や行動を起こすメリットが保証されていないた

めに、結果として社会全体の厚生が高められるような結果につながっていない

可能性が合理的に予見された。したがって、本レポートの役割は個々のステーク

ホールダーに代わって、本音と建前を積極的に聞き出し、整理し全体の意見を代

弁するようまとめることであると考えた。 

 

本研究調査の第三段階として努力したのは、第一、第二段階で得られたデータや

意見を、対立するステークホールダーに伝え、反応を得て、またその反応を元の

ステークホールダーに返すようなプロセスを通じて、対立関係の綜合的理解を

促進し、最終的には「止揚」を図ることである。第二段階で遂行したのと同じく、

研究者が主体的にステークホールダー間の間を取り持ち、意図的に対立構造を

明らかにしたうえで、相互に議論を進化させ、最終的には全てのステークホール

ダーが納得できる形での理解や解決方法で高見に至ろうとするプロセスである。

これは『オックスフォード・レポート』でも採用した方法であり、公共批判を人

為的、研究プログラム的に進める方法である。研究調査者のバイアスや誤解と隣

り合わせの方法であるが、それゆえに先に述べた Acknowledged Bias が大切で

あり重要な機能を担うものである。 

 

もちろん、現実にはヘーゲルなりユルゲン・ハバーマスが想定するような理想的

なコミュニケーション・プロセスが実現されるはずもなく、「可能な限り」「極力」

というのが実情である。特に今回の研究調査で特有であったのは 2020年年初か

ら始まった Covid-19感染症のパンデミックに伴う面会・会合の自粛・キャンセ

ルがあり、本来予定されていたステークホールダー間の対立を超える止揚のプ

ロセスは大きく阻害された。代わりに、筆者の想定や判断を予定よりも多く盛り

込むことによって、当座の止揚を図っている。仲介者としての研究調査者の価値

観や社会経済倫理的な判断が予定よりも多く介入している可能性があるため、

本レポートは、哲学者が想定するような継続的な社会批判プロセスの先にある

「社会的合意としての真理」を期待させるようなものからは程遠い。それよりは、

第１章および第２章（2.1.）で述べたように、開かれた社会の中での、意見の多

様性とその交流と、時代の変遷とともに移り変わる社会的な「重要性」の変化の

記録にこそ、この研究調査の意義を見出すものである。これは換言すれば、特定

の制度の下では往々にして固定化されがちな強者と弱者のポジションのリバラ

ンスを積極的に図るプロセスである。 
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第三段階のプロセスは、概念的には第二段階のそれとは別であるが、現実的には

同じインタビューやメール交換の中で行われた。これを反映して、第３章では多

くのデータ収集と、理解の深化と、止揚の側面が同時進行でまとめられている。 

 

2.2.3.マクロ的な分析と綜合（第4章） 

第３章が本研究調査の対象たる企業統治や市場の在り方に対しミクロ的（微視

的）な接近を試みるのに対し、第４章はいくつかの統計を利用して巨視的な接近

を試みる。第三段階での綜合や止揚を正当化し、よりよく説明するためには、各

ステークホールダーそれぞれが抱える事情を超えて、共通の社会的なゴールに

向けて動機づけられるような、マクロ的で根本的な環境の変化を説明する必要

がある。そのために我々は、「人口減少」や「準需要飽和」や「準完全競争」と

いった変化は英米には観察されないマクロ的で根本的な変化であることの認識

から始める。次いでこうした変化に対応するには英米とは異なるモデルでの企

業統治や経済運営が求められることを説明する。これらは第３章の各論を展開

しているときに、その都度必要に応じて触れているものではあるが、第４章では

これをまとめて記述することにより、新しい制度設計に向けての基礎を確立す

るよう努めた。 

 

2.2.4.『ディスクロージャー・ワーキング・グループ報告書』の検討（第５章） 

第５章では、第３章と４章におけるデータを分析、理解、綜合した上で、制度上

は最新の公式見解として存在するＤＷＧの報告書を詳細に検討する。同報告書

は四半期開示制度を見直すべきとする立場とこのまま維持すべきとする立場の

両社の理由を列挙し、それを比較衡量したうえで「維持する」との安定政策を表

明している。我々はここに列挙された理由の一つ一つにつき注意深い検討を加

え「維持する」との結論が不合理であることを指摘する。 

 

2.2.5.現行制度の改正と新しいガバナンスや市場の制度設計（第６章及び補

論） 

第６章では、以上を受けて、議論をまとめた上で、当座になされるべき制度的な

見直しについて具体的に提案する。ただし、第６章における制度上の改正はいわ

ば近未来の安定政策の範疇にとどまり、中長期的にはもっと積極的な政策が望

まれる。そもそも、本レポートは狭義に四半期開示制度の改廃に関するデータや

意見の取りまとめを主たる目的としていたが、中長期的な制度設計に触れずに

四半期開示制度の改廃を論じることはかえって誤解を生むものと判断した。よ

って、短期の安定政策を超えて、中長期の積極政策を提案し、成熟経済社会下の

より良い企業統治の醸成に与したい。 
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そこで、本稿の最終部で、補論という建付けではあるが、現行の投資家保護・優

遇の性格の強い市場制度に加え、新たにマルチ・ステークホールダー主義的な市

場を創設する案を紹介し、読者の参考の用に供することとした。既存のアカウン

ティングやディスクロージャーに関する法や規則に変更を迫ることなく、財務

諸表に小さな工夫を施すことにより経営者や従業員に新たな動機を付与するこ

とを企図している。既存の損益計算書を用いると、ボトムラインとしての当期純

利益の最大化が推進される。最大化された当期純利益を配当や自己株式の購入

に充て、株主価値を高め、これを効率的に実現できる経営者が優れた経営者と評

される制度である。これに対し、新たに作成される「付加価値分配計算書（ＤＳ：

Distribution Statement）」では「New Triple Line」が設定され、株主に加え経

営者や従業員や事業そのものへ最適な分配が促進されるよう設計されている。

付加価値の公正な分配を通して、成熟経済社会のマネジメントに必要な資金を

確保するとともに、経営者や従業員に対する動機と所得の拡大に貢献すること

を企図するものである。更にそうした哲学で経営を推進する企業群のマーケッ

ト（仮称、民主経済市場 - ＤＥＭ：democratic Economic Market；或いは公益

資本市場 - ＰＩＣＭ：Public Interest Capital Market）を創設し、マクロレ

ベルでの成熟経済社会に適合した企業統治を推進し、サステナブルな経済社会

の運営を推進する政策である。試論であり『補論』という建付けに過ぎないが、

世界に稀に見る制度設計である。成熟経済社会の先頭を走る日本で発案された

新たな企業社会制度であるが、25 年後にはより深い成熟経済社会の困難が予想

される中国とインドでは既に検討が始められている。多くの新興国が成熟期を

迎えたときには国際的なモデルとなる可能性を秘めたアイディアの紹介である。 
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第３章 ミクロ的な分析と綜合 
（ステークホールダーのセンチメントの検討） 

 
第３章は幅広い関係者の四半期開示制度やディスクロージャーや投資や企業統

治に関するセンチメント（市場における日常感覚）の分析と綜合を行う。これに

先立ち、ステークホールダーのセンチメントの基礎を構成してきた制度の歴史

経緯をまとめ、また参考として主要国との国際比較も行う。歴史経緯と国際比較

に関しては、後の第４章、５章、６章において四半期開示制度の政策評価を行う

際の基礎としても利用する。 

 
3.1. 歴史経緯と国際比較 

3.1.1.歴史経緯（政治経済を含めた） 

四半期開示制度の経緯・歴史を紐解くにあたり、まずはその基本となる『企業会

計原則』が制定された背景について触れる 26。『企業会計原則』は、1949年（昭

和二十四年）７月９日、経済安定本部の企業会計制度対策調査会による中間報告

として公表されたものである。その「目的」は次のように説明されている。 

 
企業会計原則の設定について 
一 我が国の企業会計制度は、欧米のそれに比較して改善の余地が多く、且つ、甚

しく不統一であるため、企業の財政状態並びに経営成績を正確に把握することが

困難な実情にある。我が国企業の健全な進歩発達のためにも、社会全体の利益のた

めにも、その弊害は速かに改められなければならない。 

 

 又、我が国経済再建上当面の課題である外資の導入、企業の合理化、課税の公正

化、証券投資の民主化、産業金融の適正化等の合理的な解決のためにも、企業会計

制度の改善統一は緊急を要する問題である。 

 

 仍って、企業会計の基準を確立し、維持するため、先ず企業会計原則を設定して、

我が国国民経済の民主的で健全な発達のための科学的基礎を与えようとするもの

である。 

 
歴史的には自明であったろうが、それまで各企業により様々な会計慣行がみら

れる中、統一・標準化された制度会計は「我が国国民経済の民主的で健全な発達

のための科学的基礎」として制定され、それが現代においても会社法および金融

商品取引法会計の基礎にあることは記憶にとどめるべきである（当時の制度設

 
26 本節における史実の詳細な日付等に関しては本調査協力者の朝霧詩野の貢献が大きい。記して感謝を

表します。 



51 

計の詳細については スズキ,2003a.b.；今日の会計と会社法・金商法の関係につ

いては上村,2016a, b, cに詳しい）。 

 

このことは、金融商品取引法（旧・証券取引法）に基づく法定開示制度のみなら

ず、証券取引所などの自主規制機関の規則などに基づく適時開示制度において

も同じであり、その根本的な目的は「国民経済の発展に資すること」である。例

えば東京証券取引所は、その会社情報の適時開示制度の目的を次のように説明

する。 

 
会社情報の適時開示制度 
金融商品市場の機能は、国民の有価証券による資産運用と企業の有価証券の発

行による長期安定資金の調達とを適切かつ効率的に結び付けることによって、

国民経済の発展に資することにあります。この機能が十分に発揮されるために

は、市場の公正性と健全性に対する投資者の信頼が確保されていることが必要

であり、有価証券について適切な投資判断材料が提供されていることが前提と

なります。 

JPX 日本取引所グループ 

https://www.jpx.co.jp/equities/listing/disclosure/index.html 

（参照 20191107） 

 
上記は、四半期開示制度の改廃及び将来の開示制度の制度設計において当然尊

重されるべき基本的論点であるが、現代の証券市場制度論ではそもそもの目的

論が忘れられがちであるから特に注意して記憶にとどめたい。 

 

現代の会計学、ファイナンス、或いは証券市場論において、会計やディスクロー

ジャーは「投資家の意思決定のために有用な情報を提供することを目的とする」

と枕詞のように繰り返されるが、その意味するところは注意して理解されるべ

きである。『会計・監査ジャーナル』誌上、上村（2016b）は：－ 

 
証券取引という契約の相手方保護のために、情報を提供して「あげる」というよう

な昔風の発想は金商法１条によってとうに克服されている。投資家も契約の相手方

である前に一国民として、資本市場の機能の十全な発揮による恩恵を蒙るのであり、

この問題は、まずは、証券取引と一生無縁な者を含む国民全体の問題である。 

 

とし、企業情報開示制度の目的が狭義に「投資家保護」そのものにあるような近

年の論調に警鐘を鳴らしている。この点は以下で既存の制度の成否を検証し、新

たな制度を設計してゆく上で、証券市場参加者の全てが再確認すべき最も重要

な点である。 

https://www.jpx.co.jp/equities/listing/disclosure/index.html
https://www.jpx.co.jp/equities/listing/disclosure/index.html
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以下では、四半期開示制度の変遷を時系列的に概観する。適時開示制度では、か

つては、決算短信と中間決算短信による年２回の開示が中心となっていた。法定

開示制度でも、当初主として有価証券報告書と半期報告書による年２回の財務・

業績報告を中心としていた。その後、年２回の開示から年４回の開示へと流れが

変わっていった背景には、以下の事情があったと解されている。 

 

まずは年２回の開示制度では本決算と中間決算で会社の業績を公表するが、同

時に本決算時には次期の業績予測を、中間決算時には通期の業績予測を公表し

なければならなかった。このとき決算発表から次の決算発表までの期間が６か

月あり、業績予測と実際の業績が大きく乖離する可能性が出てきてしまう。そこ

で証券取引所等は、直近に公表した業績予想値と新たに算出した予想値に一定

の乖離が生じた場合、速やかに業績予想の修正を公表することを義務付けた。 

 

しかしこれには問題点が二つあった。一つには新たに算出する予想値はいつ算

出すべきか明確になっていないため、予想の見直しが定期的に行われない限り

予想の修正もタイムリーに公表される保証がない点である。二つめは業績予想

に恣意性が存在する点である。さらに一度発表してしまえば、その数値にできる

だけ近づけようと様々な「決算対策」が行われがちであり、その結果、財務デー

タが実際の業績を適正反映しなくなる。四半期開示制度は、一般には、上記のよ

うな問題を年４回、定期的に決算発表することで解決しようとしたものと説明

されることが多い。 

 

1999年（平成 11年）11月、東京証券取引所が新興企業向けの市場として「マザ

ーズ」を開設し、上場企業に四半期の業績情報を開示することを義務付けた。マ

ザーズ上場企業は会社設立からの期間が短く、発展の初期段階にあり、業績の変

動率が大きい。投資リスクが高いため、米国の取引所ルールに倣い、３か月ごと

という、より高い頻度で投資家のチェックが行えるような情報開示を求め、市場

の透明性の確保を図った。米国ナスダックのような公平で透明性の高い市場を

目指し、高いディスクロージャー制度を整えようとしたためといわれている。

2000年（平成 12年）５月、大阪証券取引所により「ナスダック・ジャパン」を

開設され、こちらでも四半期ベースの業績概況の開示が導入された。 

 

このような四半期開示制度の導入をステークホールダー間の利害関係の調整に

焦点を当てたミクロ的なアプローチで説明することは誤りではないにしても、

マクロ的な政治経済も大きく影響していたことも忘れるべきではない。2001 年

からの小泉内閣の下、株価の低迷している証券市場全体の活発化のために、米国

型の投資家の立場に立ったディスクロージャーとコーポレート・ガバナンスの
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充実が急速に図られたとの見方には一定の説得力がある。2001年から 2003年ま

での証券市場を概観すれば、2001 年には日経平均終値が 1984 年１月以来 17 年

ぶりとなる１万円台割れを記録し、翌年には 9,000 円割れを経験し、2003 年に

は 8,000 円割れを経験したころの話である。こうした株価の低迷の原因の一つ

として、1980年代には「Japan as No. 1」(Ezra Feivel Vogel 1979)と表現され

ることが多かったのに対し、1990 年代になると従業員のいわゆる終身雇用制度

や縁故主義などが経営の効率を妨げているという見方が支配的になったことを

想起する必要がある。こうした背景で、米国型のコーポレート・ガバナンスが注

目され始めていた時期でもあった。 

 

2001年（平成 13年）、金融庁は「証券市場の構造改革プログラム」を公表した。

これは６月 26日の閣議決定での「今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革

に関する基本方針」いわゆる「骨太の方針」で、「直接金融を重視したシステム

に円滑に移行するために個人の株式投資にかかる環境整備を行うなど証券市場

を活性化する」と発表されたことを受け策定された。構造改革プログラムでは、

発行企業の株主重視の経営姿勢の確立を掲げており、具体的施策として発行企

業の四半期短信等による経営情報開示の促進が挙げられた。 

 

―市場機能を中核とする金融システムに向けてー 

「さらなる当面の課題として、国際的に見て市場の共通語が事実上英語となって

いるなかでの英文開示のあり方や、適時開示重視の流れを踏まえた四半期開示の

制度化、証券取引法の対象範囲の拡大などに伴うさらなる規制緩和などがあげら

れ、引き続き当審議会で検討していくこととしたい」（金融審議会金融分科会第一

部会報告 座長：神田秀樹 東京大学大学院法学政治学研究科教授；平成 15 年 12

月 24 日） 

（p. 13；本研究調査による下線） 

 

この時、金融審議会金融分科会第一部会報告の座長を務めたのは 2018年のディ

スクロージャー・ワーキング・グループの報告書をまとめた神田秀樹教授である。 

 

当時、小泉政権は米国（ハーバード大学）における経済政策に精通していた竹中

平蔵氏を内閣特命担当大臣（金融 兼 経済財政政策担当）として重用した。金融

庁の広報誌『アクセスＦＳＡ』第 14号(2004年１月)は上記の報告を説明した後

に、金融庁による産業金融の強化について説明している。 

 

平成 15 年 12 月 24 日、「産業金融機能強化関係閣僚等による会合」（出席者：官房

長官、金融担当大臣、経済財政政策担当大臣、法務大臣、財務大臣、経済産業大臣、

日本銀行総裁）が開催され、「経済活性化のための産業金融機能強化策」がとりま
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とめられました。・・・これは、９月２日の経済財政諮問会議において、経済産業

大臣から検討の提案があり、また、竹中大臣よりいわゆる「骨太の方針 2003」を

深化させる観点から、産業と金融に関し、関係閣僚等からなる議論の場を設けるこ

とが必要と発言されたことをきっかけに検討が始まったものです。まず、９月９日

に同会合が開催され、ここでは、経済活性化に資する観点から、政府の各施策を有

機的に連携させつつ、産業金融機能を抜本的に強化するため、産業金融をいかに多

様化していくかについて検討することとされました。これを受けて、金融庁、経済

産業省をはじめとする関係省庁等の間で具体策の検討が行われました。・・・11 月

28 日の経済財政諮問会議における「金融・産業再生」の集中審議において、竹中

金融担当大臣から産業金融の機能強化に向けた金融庁の取組みの説明が行われま

した。こうした関係省庁等の検討を経て、12月 24 日の同会合において、本強化策

がとりまとめられ、12月 25 日の経済財政諮問会議に報告されました。本強化策の

考え方、取組みは以下をご覧下さい。」と 

 

され、次の図表が掲載され、「資金の出し手」としての投資家がこれまでのメイ

ンバンクに代わり産業金融の担い手として強調されている。 

 

この点は当時の著書『竹中平

蔵の「日本が生きる」経済学』

（2001）の中での主張とも整

合的である。186頁以降「長

期的な成長を促すために何

をすべきか」と題された節の

中で、それまでの需要政策に

決別し、サプライ・サイド・

エコノミクスを推し進める

べきことが強調されている。

サプライ・サイド・エコノミ

クスとは「生産（アウトプッ

ト）のために必要とされるイ

ンプットを高める政策に他

ならない」とし、そのインプ

ットとしての資本に関して

は「日本の場合、貯蓄・資本は豊富に存在しており、問題はそれを効率的に配分

する仕組みを作ることである」とする。そうした「資源の効率配分を目指す日本

型の“サプライ・サイド”政策を実施することができるかどうか、当面の経済の

みならず、二十一世紀の日本経済を左右する分水嶺である」としている（p.190）。 

 

図表 2 「資金の出し手」としての投資家優遇策 
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本研究調査は、当時のそうしたサプライ・サイド経済学の政策目標や図表 2の

考え方を問題視する意図はない。バブル経済の処理過程で、メインバンクを中心

とする間接金融システム下のガバナンスの脆弱性が露呈され、直接金融システ

ムに移行して潤沢な資金を持つ国民に直接モニタリングとガバナンスの役割を

負わせると同時に、その成果を配当という形で分配するのであれば、国民の国民

による国民のための経済・経営システムが実現される予定であった。問題は、こ

うして「資金の出し手」としての投資家が重要視され、次々と導入された投資家

保護・優遇策が、20 年を経た現在、当初の政策目標に照らして有効に機能して

きたか否かに関する政策評価や軌道修正が行われていないことである（第４章

で詳説）。 

 

以下では四半期制度が本格的に導入され、一定の定着をみた 2008 年ころまで、

どのような展開があったのかイベント時系列的にまとめる。 

 

2002年（平成 14年）６月 25日の閣議で骨太の方針をより確実なものとした「経

済財政運営と構造改革に関する基本方針 2002」が決定された。この基本方針 2002

では、直接金融市場の整備の一環として「金融庁は、四半期開示に向けた取組み

を強化するとの観点から、取引所等に対し、その進め方等を明らかにする行動計

画の策定を、６月中に要請する」と記載された。これに基づき、政府は全国の証

券取引所と日本証券業協会に、四半期開示に関する行動計画の策定を要請する

こととなった。 

 

２日後、６月 27日、上記の基本方針 2002を受け、東京証券取引所等は「四半期

財務情報の開示に関するアクション・プログラム」を公表した。このプログラム

では、四半期財務情報開示制度を確立させるために、第一段階として 2003年（平

成 15年）年４月１日以降に開始する事業年度から「四半期業績の概況」を一律

に開示するよう義務付けることを検討した。さらに第二段階として 2004年（平

成 16年）年４月１日以降に開始する事業年度から、全ての上場会社に諸外国に

おける四半期情報の開示と遜色のない内容を備えた四半期財務・業績情報の開

示を義務づけることを目標とした。 

 

８月６日、６月の閣議決定「基本方針 2002」を受けて、金融庁は「証券市場の

構造改革第 2弾」として「証券市場の改革促進プログラム」を公表した。このプ

ログラムでは「ディスクロージャーの充実・合理化」を掲げており、「『四半期財

務・業績情報』の開示の充実に向けて、開示内容の比較可能性や 正確性を確保

するための実務要領を整備するよう、取引所等に要請する」としている。この要

請を受け、東京証券取引所等は 2003年（平成 15年）年１月に「四半期財務情報

に作成及び開示に関する検討委員会」を設置することとなった。 
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12 月 16 日、金融審議会が同審議会第一部会報告として「証券市場の改革促進」

を公表した。これは上記の金融庁が８月に公表した「改革促進プログラム」の制

度改正を伴う事項について、同審議会第一部会が会合を重ね、この議論をまとめ

たものである。この中に「四半期開示の充実については、証券取引所等における

四半期開示の実施の動向を踏まえつつ、今後、検討を行っていくべきであると考

える」「なお、その際、現行の関係諸制度との関係や課題等を精査し、企業の実

情を的確に把握しつつ、対応することが期待される」と記載されている。 

 

2003年（平成 15年）年１月 16日、東証は全国の証券取引所、日本証券業協会、

株式会社ジャスダックと合同で「四半期財務情報の作成及び開示に関する検討

委員会」を設置した。これは 2002年（平成 14年）８月の金融庁の「改革促進プ

ログラム」を受けたものである。検討委員会は、「我が国では、四半期財務情報

の作成・開示に関する明確な指針はない」ため「開示内容の最低限の比較可能性

と一定の信頼性を確保するために、関係者の間において理解が得られる四半期

財務情報の作成・開示方法等に関する実務を早期に整備することが求められる」

という背景のもと設置された。 

 

しかし、2002 年当時、四半期開示制度が導入されたのは、日本に特殊な商慣習

を重視するよりは、米国に倣う世界の潮流に従ったものであったと解釈すべき

であろう。なぜなら安定配当を旨とし株主との長期的な関係の強化を重視する

日本の経営にとって（第４章で詳説）、四半期開示制度が重要な意味を持ってい

たとは考えられないからである。当時の主要各国の検討状況や、四半期制度導入

図表 3 2002 年の四半期開示状況 
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に関する是非についてのバランスの取れた分析は『資本市場クォータリー』「世

界的に注目される四半期開示制度」（平松那須加、2002年春号）に詳しい。ここ

に当時の上場会社の四半期開示実施状況と四半期開示制度の強制導入に対する

意識を確認されたい。図表 3は同分析の 11頁からの抜粋である。 

 

2003 年、サプライ・サイド経済の強化を直接金融を通して推進する竹中内閣特

命担当大臣（金融 兼 経済財政政策担当）の全国証券大会における挨拶は次のよ

うである。「投資家の信頼が得られる市場の確立という観点からは、会計監査の

充実・強化のため、公認会計士の独立性の強化、監査法人の監視・監督の強化等

を内容とする公認会計士法の改正を行いました。また、有価証券報告書の内容の

充実、取引所等における四半期開示の促進等、企業内容開示の充実を進めてきて

おり、今後さらに目論見書制度の見直しなどを進めてまいります」。四半期開示

制度が、他のディスクロージャー制度と共に投資家保護・優遇政策の一環として

強力に推し進められていたころの様子である。 

 

同挨拶は次のように結ぶ。「冒頭で日本経済について申し上げましたが、明るい

兆しが見え始めております。日本経済の構造改革を進め、活性化するためには、

家計の豊富な金融資産が民間の成長分野に流れる強靭な直接市場が不可欠です。

証券投資人口を抜本的に増やすために、金融庁としても引き続き直接市場の育

成に向けて取り組んでいきますので、ここにおられます皆様も、さらに証券投資

家の裾野を拡大するようご尽力いただきたいと思います」。 

 

第４章で分析・詳述する通り、日本経済再興及び長期的な発展の為に、家計金融

資産の株式市場への誘引が説かれているが、この時点では、企業サイドにそうし

たディマンドが存在しなかったことが十分に認識されていなかったのはいたし

方ない（第４章で詳説）。バブル崩壊後の経済と証券市場低迷を何としてでも打

破しようとした政策の一環に過ぎず、これ自体は問題ない。足りなかったのは、

その後、長期にわたり政策目標に照らした政策評価・レビューと十分な修正が行

われなかったことである。 

 

2003年（平成 15年）２月、東証が「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開

示等に関する規則」及び「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関す

る規則の取扱い」を改正し、「四半期業績の概況」の開示を行うことを求めた。

同年４月からは売上高等の開示、翌 2004年４月からは「四半期財務・業績の概

況」として財政状態及び経営成績（含：要約連結貸借対照表、要約連結損益計算

書）の開示が義務付けられた。ただし後者の「四半期財務・業績の概況」の開示

には３年間の猶予期間が設けられ、実際に強制適用されるのは 2007 年４月から

である。これは前年の「アクション・プログラム」の第一段階に対応したもので
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ある。「四半期業績の概況に関する適時開示の新設」の項目で「上場会社（内国

会社に限り、マザーズの上場会社を除く）は、第１四半期（事業年度を１年とす

る場合には、期初からの３ヵ月間）及び第３四半期（同じく期初からの９ヵ月間）

の末日の経過後、当該上場会社の経営成績の進捗及び財政状態の変動状況に係

る投資判断上有用な情報（「四半期業績の概況」という）を、当該内容が定まっ

たときに開示するものとする」と定めた（東京証券取引所「四半期業績の概況に

関する開示の新設等に係る適時開示制度の見直し」2003年）。上場企業に対して

は、各証券取引所が四半期開示を義務付けている。 

 

８月 11日、四半期財務情報に作成及び開示に関する検討委員会は「四半期財務

情報の作成・開示に関する手引き」を公表した。この手引きは、四半期財務情報

を開示しているまたはこれから開示しようとしている上場企業に向け、作成・開

示にかかる実務上のＱ＆Ａを整理したものである。まえがきとして「四半期財務

情報については、法定開示としてではなく、証券取引等における適時開示の拡充

という考えに沿って柔軟に開示されるもの」であり「開示の迅速性を重視し、か

つ、上場会社に過重な実務負担を強いることのないよう、中間、年度決算と比べ、

一定の簡便な手続を採用することが許容されると考える」と記載されている。 

 

同月、上記の手引きと同時に東証は「『四半期財務情報の開示に関するアクショ

ン・プログラム』の推進に向けた今後の取組みについて」を公表した。これは

2002年（平成 14年）のアクション・プログラムから約１年が経過し、手引きの

作成・開示を経たところで、改訂版として改めて今後の東証の取り組みについて

示したものである。 

 

12 月 16 日、上記アクション・プログラム改訂版で示された取り組みであった

「四半期財務情報の開示の充実に関する適時開示制度の見直しについて」が公

表された。改正の具体的内容として、「上場会社は，『四半期業績の概況』の開示

に代えて，第１四半期及び第３四半期における当該上場会社の企業集団（連結財

務諸表非作成会社である場合は、当該上場会社）の経営成績及び財政状態に係る

四半期財務情報を含む『四半期財務・業績の概況』を開示しなければならならず、

企業業績等に係る情報をより適時に開示することが求められている状況の下、

証券取引所で行われている四半期開示を証券取引法上の開示としても位置づけ

るため、整備を図っていくことが適切である」と記載されている。これにより証

券取引所の四半期開示で求められる作成基準の以下の問題点の解決を図った。 

 

①広汎に選択的な手続の採用が許容されている。情報の比較可能性を高める観点から、

四半期財務諸表の作成基準について一層の統一を図るべきである。 
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②公認会計士又は監査法人による保証手続が求められていない。四半期財務諸表の信

頼性を高める観点から、保証手続に係る基準を整備し、その導入を図るべきである。 

 

③四半期情報に虚偽記載等がある場合であっても、罰則は適用されず、虚偽記載等に

より損害を被った投資者に対する証券取引法上の民事責任規定等も適用されない。ま

た、四半期開示を発行登録制度上の参照書類と位置づけていくことの必要性等も考え

ると、証券取引法上も、四半期報告制度を整備していくべきである。 

 

７月、上の報告書を受け、公益財団法人 財務会計基準機構 企業会計基準委員会

に「四半期会計基準専門委員会」が設立された。ここで具体的な論点整理、会計

基準の検討が行われた。 

 

2006 年（平成 18 年）６月、「証券取引法等の一部を改正する法律」が成立し、

金融商品取引法のもとで四半期報告制度が導入され、上場企業等に 2008年４月

１日以降に開始する事業年度から四半期報告書の開示とそれに伴う監査証明

（レビュー）が義務付けられることとなった。ここで、注意を払うべき事件は

2006 年１月のライブドア事件である。ＤＷＧによれば、法定の四半期開示制度

が導入されていないため、四半期業績の虚偽記載について法的責任が問えない

ことが指摘され法制化が後押しされた側面があったとされる（金融庁ディスク

ロージャー・ワーキング・グループ 2018年６月８日『資料２』、p. 20）。 

 

2007年（平成 19年）３月 14日、企業会計基準委員会が「企業会計基準第 12号 

四半期財務諸表に関する会計基準」と「企業会計基準適用指針第 14 号 四半期

財務諸表に関する会計基準の適用指針」を公表した。これにより、上場企業等は、

2008 年４月１日以降に開始する事業年度において、半期報告制度が廃止されて

四半期報告制度へ統一され、四半期財務諸表による開示が行われることとなっ

た。しかしながら、こうして早急に準備された四半期報告制度には多くの改正が

要求され、2008 年 12 月から 2014 年５月までに、会計基準も会計指針も７回改

正されることとなった 27。 

 

上記の展開を総括するに、当時の金融審議会第一部会委員の委員は次のように

回顧する。 

 

 
27 四半期報告書・四半期決算短信の詳細な記載内容・様式について関心のある読者は以下を参考にされた

い。これらはＷｅｂ上で容易にダウンロード可能である。株式会社アディスクロージャー＆ＩＲ総合研究

所及び宝印刷株式会社による『四半期報告書記載例 基本編（平成 29年度版代３四半期提出用）』。『四半

期報告書作成の手引き（平成 30 年第２・第３四半期版）＜平成 30 年９月 30 日以降第２四半期から＞』。

株式会社東京証券取引所『決算短信・四半期決算短信 作成要領等―JPX（2018）』。 
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「・・・まあ、当時は何も思わなかったね。アメリカがやってたわけでね、それを疑う

ということはしないですよね、日本は、ねえ。まあ、情報は多い方がいいし、早い方が

いい、そんなこと議論しなくても良いくらいのもんでね、枕詞ですよ。・・・株が下が

ってた頃の話でしょ、金利もゼロになって、個人投資家を呼び込もうっていう話じゃ

なかったかな、外国人投資家とね、株価を上げないといけないと。・・・まあ東証も金

融庁も大変ですよ。 

 

・・・まあ、それが 20 年後にどうなっているかなんて、だれも考えやしませんよ。あ

なたの言うショートターミズムとかね、そもそも投資（需要）が無いとかね、そんな

のは最近になって言われる話で、当時はだれも考えませんよ。今になって責められて

もねえ [いえ、いえ、責めてるんじゃありません‐筆者]。 

 

・・・ショートターミズムっていうのは起こるんでしょうなあ、情報は中立ではない

ということですか。・・・まあ、それよりなにより、あれなのは、企業の負担がそれほ

ど大きいってことをね、誰も想像できなかったんじゃないかな。随分（企業担当者か

ら負担が重いと）言われますよ。」 

 

（Int. 平成 20年 12 月当時の金融審議会第一部会委員. 2019-Mar.） 

 

上記は、部会長、部会長代理、および委員合計 16名のうちの一人の感想にすぎ

ないが、インタビュー回答上、何らのプレッシャーもなく素直に表現した当時の

回顧録である。「金融審議会金融分科会第一部会報告～信頼と活力ある市場の構

築に向けて～（別紙１ＰＤＦ）」や「金融審議会金融分科会第一部会ディスクロ

ージャー・ワーキング・グループ報告～開示諸制度の見直しについて～（別紙２

ＰＤＦ）」や「（参考）金融審議会金融分科会第一部会報告の概要（ＰＤＦ）」を

読み解いても、四半期開示制度が開示制度上の他の論点との比較において重点

的に討論された形跡はない。日本ではこの短期間に四半期開示制度の費用と効

果についての十分な検討がなされないまま、適時性も正確性（保証）も法的強制

性も求められるに至った。それは米国制度よりも更に投資家保護・優遇的な制度

であり、企業に過重な負担を求める結果となってしまった可能性が有る。近時、

四半期開示制度見直しの機運を警戒し、拙速な改廃議論を戒める主張があるが、

実は同制度はその導入時の議論においてこそ拙速さの弊害を生じていた可能性

がある。 

 

この点は本来、投資家のためのディスクロージャー制度を推し進めた金融庁や

証券取引所を、企業の観点からチェックする経済産業省の牽制を有効に機能さ

せるべきであったのだが、事実上それは困難な構造があった。そもそも会計やデ

ィスクロージャーについては金融庁が主管する風潮が支配的であったのに加え、
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当時の内閣特命担当大臣（金融担当）は経済財政政策担当も兼務していたからで

ある。当時の資料が示すのは、経済産業省も、企業活動を活発にするためには四

半期開示制度の拡張を推進すべきとの立場をとっていたことである。以下は経

済産業省の「企業経営と財務報告に関する研究会報告書」（2002）からの抜粋で

ある。 

 

④四半期開示 

国際的に遜色のない財務報告を行うという観点からは、企業価値に影響を及ぼす動向

または動向の変化に関する情報を適時に利用者に知らせるという意味において、四半

期開示も重要である。昨年８月に公表された金融庁の「証券市場の構造改革プログラ

ム」においては、四半期開示のあり方を検討する旨の記載がなされている（注 14）。今

後、四半期開示にあたり課題となる会計基準、外部監査人による関与のあり方等を含

め、四半期報告書の制度化を検討することが必要である。 

 

（注 14） これを受け、東京証券取引所が、平成 13 年 11 月時点における東証上場 2,098 社に対して、ア

ンケート調査を実施している（回収率 70.3％）。その結果によると 7.1％が自主的に四半期開示を行い、

46.3％が制度化を認めている（同年 12 月公表） 

（pp. 17-18） 

 

（２） 財務報告に対するインセンティブの付与 

本来、企業は、投資家との情報の非対称性を解消することにより低いコストで資金を

調達しようとするものであり、この意味で、投資判断に有用な情報を自ら市場に開示

していくインセンティブを有している。しかしながら、我が国の資本市場を巡る環境

は十分に成熟しておらず、企業の側に十分なインセンティブが働かない場合があるも

のと考えられる。 

 このため、企業の財務報告に対する意識について、監視強化等による底上げを図る

だけでなく、財務報告に対する意識が高い企業に対しても、その意識向上を一層促し

ていくことが重要である。例えば、財務報告の水準について企業間のランキングもし

くは表彰を行うことは有効と考えられる。（p.33） 

 

経産省「企業経営と財務報告に関する研究会報告書」（2002） 

 

上記の経済産業省の見解について注意すべきは次の 2 点である。まずは四半期

開示制度導入に関して、「国際的に遜色のない財務報告を行うという観点から」

というほか、何らの検討もなされていない。国際的に遜色のない財務報告とは何

なのか、またそれがどうして日本の経済社会にとって望ましいのかという根本

的な検討が為されていないし、金融庁が主導する四半期開示制度に関して経済

産業省として主体的に検討すべき課題も明らかにされていない。先の金融審議
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会第一部会委員の回顧にあるように四半期開示制度は経済産業省でも特に批判

もなく米国の制度を拙速に導入したように見える。 

 

もう一点は後半の「制度設計」において最も大切な概念である、「インセンティ

ブ」についてである。制度設計学で最も根本的な原理の一つは、その制度の下に

おかれるステークホールダーの自主性・インセンティブを重んじなければ、制度

は安定せずいずれ機能しなくなるというものである。自由主義社会においては

直観的にも経験的にも親和性の高い原理である。 

 

ここで経済産業省の見解のうち、個々の
．．．

企業が
．．．

証券市場から資金
．．

調達したい場
．．．．．．

合に
．．

、企業には自ら投資家に有用な情報を開示して自主的に情報の非対称性を

解消することで資金調達コストの低減を図るインセンティブがあるという論理

は理解できる。しかし、我が国の資本市場を巡る環境は十分に成熟していないた

めに企業のそうしたインセンティブが働かないという点は何を想定しているの

か不明である。一般には外部環境が整っていないときにこそ比較優位な資金調

達コストを達成するために自主的に情報の非対称性を解消するインセンティブ

があり、その効果も高い。ところが、経済産業省が懸念する問題は監視強化や優

良ディスクロージャー・ランキングなどの活用によって財務報告に対する意識

を改善することによって解消されると期待されていることから、ここで議論と

されているのは当初の個々の企業の資金調達コストや資金調達額ではなく、マ

ーケット全体の資金調達コストや資金調達額なのであろう。 

 

であるとすれば、ここに制度設計上のミスが存在した可能性がある。なぜなら

2000 年初頭の日本の上場会社マーケットは既に積極的にディスクロージャーを

すすめるインセンティブを失っていたからである。この点については第４章で

詳述するが、1990 年以降、企業の実物投資は減少して資金不足は解消し、1998

年には資金過剰に転じ、2000 年代初頭には長期金利ゼロ政策がとられ、公募債

やメインバンクからの借入れこそ残されているものの、増資に至ってはほとん

ど例を見なくなっていたからである（e.g.,日本政策投資銀行 n.d.,c.2004; 内

閣府政策統括官室 [経済財政分析担当] 2005）28。数少ない増資予定企業にして

みれば、マーケット全体のディスクロージャー レベルが向上することにより、

競争優位性が失われる。他の大多数にしてみれば、何ら増資の予定がなく、外国

人投資家が急激に増えて配当プレッシャーが増す中、過重な人的・金銭的コスト

をかけて積極的にディスクロージャーをするインセンティブはなかったのであ

 
28 もっとも、こうした傾向は当時の研究者や実務家には明らかではなかったのであろう。こうした傾向は

今でこそ事後的に自信を持って言えることであるから、当時の研究者や実務家を非難する意図はない。非

難されるべき者がいるとすれば、あれから 20 年たち、将来も同様の傾向が続くことが予想されている中

で何ら反省をせずに政策の原状回復を試みない現代のわれわれである。 
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る 29。さらに、One Additional Lineのケースと比較すれば自明なように、四半

期開示制度にかかるコストが社会の実質的な厚生に結び付いていることを感じ

させるのであれば一定のインセンティブも確保できようが、経営者や財務担当

者がそのような社会的な効果を感じることはなかったであろう。 

 

以上、節 3.3.1 では四半期制度導入当時の経緯を政治経済的背景を含めて時系

列的に検討してきたが、最後に 2010年以降の四半期開示制度の簡易化の動向に

ついてもまとめておく。 

 

2010 年（平成 22 年）６月 18 日、７つの戦略分野の具体策を盛り込んだ「新成

長戦略」が閣議決定され、官民を挙げて「強い経済」の実現を図り、2020 年度

までの年平均で、名目３％、実質２％を上回る経済成長が目指された。本戦略の

うち、我が国企業・産業の成長を支える金融等の項目に関連して、成長企業等へ

の多様な資金調達が可能な金融市場の実現を可能にするために「四半期報告の

大幅簡素化」が閣議決定された。 

 

2011年（平成 23年）３月 17日、企業会計基準第 12号「四半期財務諸表に関す

る会計基準」及び企業会計基準適用指針第 14号「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」並びにこれらに関連する企業会計基準及び企業会計基準適用

指針の改正について、第 221 回企業会計基準委員会において改正企業会計基準

適用指針第 14号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」の公表が承認

された。これにより、第１・第３四半期キャッシュ・フロー計算書は省略可能、

注記の大幅な簡素化が認められた。 

 

2017 年（平成 29 年）２月 10 日、東京証券取引所は新たな決算短信・四半期決

算短信の作成要領等を公表した。そこでは、サマリー情報の様式を「義務」では

なく「要請」とする（参考様式）とされ、決算短信は監査（四半期決算短信はレ

ビュー）の対象外であることが明記され、速報性の求められる事項（サマリー情

報、経営成績・財政状態の概況及び今後の見通し、連結財務諸表及び主な注記）

に限定して開示を要請し、「投資判断を誤らせるおそれのない場合」にはサマリ

ー情報、経営成績・財政状態の概況及び今後の見通しのみの先行開示を可能とし

た。 

 

上記の歴史経緯の最も大切な点は以下のようにまとめられよう。そもそも四半

期開示制度を導入するにあたって正当性を与えた大義は日本国内に既に存在し

 
29 東京証券取引所における外国人投資家比率は 1990年には５％を切っていたが、2002年には 18%にも達

していた。更に当時の流行言葉は「物言う株主」としての外国人投資家であり、これまでの安定―低配当

政策から、安定―高配当政策への黎明期を迎えていた。 
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ていた潤沢な家計金融資産を企業の生産力強化のために注入するサプライ・サ

イド経済の追求であった。しかし、2000 年代の本邦企業にはそうした資金需要

はなく、多くの企業はベネフィットの少ない高コストの開示制度を強制された

との感覚を得ていた。これを反映して、2010 年代には一定の四半期開示制度の

簡易化がすすめられたが、その程度については議論の余地が残っている。特に、

2010 年の新成長戦略の中で四半期開示制度の大幅な簡素化が閣議決定されたも

のの、上場約 3,800 社の全体的なセンチメントは、これが実行されていないと

いう感覚であろう。この点については節 3.2.以下で説明する。その前に、次節

は四半期開示制度に関する国際的な比較を試みる。 

 

3.1.2.国際比較（主要国の状況） 

いかなる社会制度設計においても適切な国際的な比較制度研究は有益な情報を

提供しうる。もちろん何らのコンテキストもなく多数の国をベースに統計的な

一般的傾向を探り出し「国際的な動向を勘案して」日本がとるべき政策を主張し

たり、米国や先進国の例を無批判に輸入することには合理性が無い。それよりは

国際的に異なる環境の下で、異なる四半期開示制度がどの様に機能しているか、

多くのケース・スタディーを参考にして、日本が見習うべき点を是々非々で学ぶ

ことにこそ意義があろう。ただし本レポートではそうした多くの国の詳細な分

析を行う余裕がない。 

 

以下では単にＤＷＧがその報告書で参照している米・英・独・仏について、最近

の動向をまとめている。ＤＷＧが選択した５か国に焦点を当てるのは、ＤＷＧの

分析、解釈、説明が政府の判断の参照としている意味で大切で、且つおよび本調

査の分析、解釈、説明と大きな隔たりがあるからである。また、2020 年１月に

シンガポールがこれまでの原則強制四半期開示制度を廃止している機会を利用

して、同国からも学ぶ。同国の金融庁や証券取引所には、その沿革からオックス

フォード大学の出身者が多く、幸い筆者は詳しいヒアリング調査の機会を得た

ので報告する。 

 

(1)米国 

1970年以降、公開企業は証券取引法に基づく規制を受けて Form 10-Qとして知

られる四半期報告書をＳＥＣの電子情報システムＥＤＧＡＲ（Electronic Data 

Gathering, Analysis, and Retrieval）を通じて開示することが求められる（時

価総額の大きな企業は決算日後 40日以内、それ以外は 45日以内）。求められる

開示情報はレギュレーションＳ-Ｘに規定されており、主として要約財務諸表、

経営者の業績分析・説明、リスクファクター、マーケットリスクの定性・定量的

説明、内部統制に関する経営者の説明、その他である（図表 4を参考）。なおＳ

ＥＣは企業に業績予想の開示を要求していないし、ニューヨーク証券取引所規
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則においても当該株式に関して重要な影響を与えるタイムリーな情報に該当す

ると考えられる場合にのみ開示が求められるにすぎない。開示情報のフォーム

に関してはガイドラインが公表されているが、これは例示であって、定型フォー

ムのように考える必要はないと、自由な記述が推奨されている。財務諸表は独立

監査人による「監査」は要求されないが、簡易な監査としての「レビュー」を受

けることが義務付けられている。なお、アップデートされた 10-Q 四半期開示制

度の内容は、例えば、ＥＹの SEC Financial Reporting Series 2019 SEC 

quarterly reports — Form 10-Qに詳しい（Ｗｅｂサイトからフリーにダウンロ

ード可能である）。 

 

ニューヨーク証券取引所の規則に基づく開示においては、四半期開示は要求さ

れていない。ただし、当該株式の市場に関して重要な影響を与えることが想定さ

れるニュース又は情報に関しては、速やかに公表することが求められる。四半期

ごとの損益もそうした重要な情報と考えられ、通常は業績発表プレスレリース

（Earnings Release）の形式で損益が確定した時点で出来るだけ早期の開示が

求められる。開示項目及び様式については取引所規則による詳細な定めはなく、

各企業の裁量に任せられている。これに対し世界最大の新興企業（ベンチャー）

向け株式市場であるＮＡＳＤＡＱ上場会社に対しては四半期開示が求められる

が、通常これは 10-Qの形で公開されることが想定されている。最低限、その期

の異常事項や偶発事象、及び税引前と税引後利益の開示が求められ、10-Q 公表

の前或いは後でもできるだけ早い時期の開示が求められる。 

 

図表 4 Form 10-Q 開示内容 
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時として、複数の識者により、米国の四半期開示制度が 50年続いていることと、

その間同国の経済が成長を遂げたことを関連づけて、四半期開示制度がショー

トターミズムを助長しているとは考えられないとする意見が表明される。例え

ば大崎は「そもそも、四半期開示制度が投資家や経営者の短期志向を助長すると

いう見解の根拠は薄い。・・・米国では現行の四半期開示制度が約 50年にわたっ

て存続してきたが、その間の米国経済の飛躍的な成長と発展を見れば、米国企業

が常に短期的な経営姿勢をとってきたとは到底考えられないであろう」とコメ

ントする（2018, p.7）。 

 

しかし、本研究調査には「そもそも、四半期開示制度が投資家や経営者の短期志

向を助長するという見解の根拠は薄い」とする理由が判然としない。「短期志向

を助長する」或いはしないという統計的証拠が混在しているのは分かる、なぜな

らこれは本来統計的に証明が可能な命題ではないからである。しかし、そのよう

に判断する理由や根拠は十分に存在する。四半期開示制度がショートターミズ

ムを助長しているとの実務上の経験は、投資家からも、経営者からも、数多く語

られている。合成の誤謬の可能性は否定しないものの、個々のケースとしては明

らかにショートターミズムが助長されている例が頻繁に観察されている。2009

年には経営者、投資家、労働組合、学者、政府の有力メンバーが「Overcoming 

Short-termism: A Call for a More Responsible Approach to Investment and 

Business Management」（アスペン研究所, 2009）を表し、四半期毎の損益への注

目がショートターミズムを生み、長期の成長或いはサステナブルな利益の創造

を棄損していることに対する懸念が表明されるなど、四半期開示制度とショー

トターミズムは実務でも学術でも共有された懸念事項である 30。 

 

それに対し、米国が過去 50年成長してきたことを理由に、四半期開示制度がシ

ョートターミズムを助長しているはずがないとの見解こそ根拠が薄い。米国経

済は四半期開示制度の有無にかかわらず、その成長の主たる要因が備われば成

長したであろうし、備わらなければ成長しなかったであろう。米国の経済成長と

いう大きなコンテキストの中では、同国においては
．．．．．．．

四半期開示制度の有無は無

視できる程度の要因である。仮に無視できないほどの重要な要因であるとすれ

 
30 筆者自身は必ずしも以下のような研究手法や成果を重視するものではない（第３章、節 3.3.2、本邦に

おける同様の研究を参照）。しかし、米国会計学会の機関紙でありトップ・アカデミック・ジャーナルで

ある The Accounting Review は 2019年３月年に Frequent Financial Reporting and Managerial Myopia 

(クラフト et. al., 2018)を掲載し、より頻繁な開示制度は企業の投資の減少を生みこれが経営上の効

率を下げ、売上の成長も阻害しているとの統計的な証拠、結論を紹介している。これは著者らが、同論文

の Working Paperを 2016年に公表した時点から学会で頻繁に議論されるようになった論文である。ある

インタビューにおいて著者らは“Our evidence supports the recent decision by the EU and the U.K. 

to abandon requiring quarterly reporting for listed companies with an apparent intent to 

preventing short-termism and promoting long-term investments"とし、ＥＵがショートターミズムを

回避するために四半期開示制度を強制することを廃止した動向を正当なものとしている。 
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ば、なおのこと、以下で述べる Business Roundtable メンバー等が中心となっ

て進める四半期ごとの業績予想や開示制度や株主第一主義の修正が重要な意味

を帯びてくる。 

 

2018 年８月にトランプ大統領がツイッターを通じて四半期開示制度の再検討を

行う旨は発信したことは記憶に新しい。これは有力上場企業がいわゆる

Earnings Management ゲーム（経営者とアナリスト・投資家の間で四半期ごと

の業績予想を上回るような成果が達成されたか否かが重要な関心事となってい

るために、経営者はテクニカルな利益調整に苦心し、アナリストはそれを織り込

んでの株取引に出精する現象・ゲーム）を通じたショートターミズムや四半期開

示制度にかかる過重な人的・金銭的費用負担を懸念して大統領に見直しを進言・

要請したものと理解されている。より直接的には、Business Roundtableメンバ

ーの中でも、当時のペプシコのＣＥＯ、インドラ・ヌーイがトランプ大統領に進

言したことが影響しており、トランプ大統領もそれを認めている 31。 

 

これを受けて、ＳＥＣは 2018年 12月より 2019年３月 21日まで、パブリック・

コメントを求めた。多くのコメントが寄せられ政府内部からもコメント募集期

間の延長が求められたために、コメントは当初の期限を過ぎて 2020年３月末ま

でに 87件の意見が表明され、原文がすべてそのまま公開されている。本調査で

はこの全ての意見を分析した。ただし、そこにみる有用な論点のほとんどは日本

での議論、第３章（3.2及び 3.3）に集約されているので、ここでは表形式等で

まとめることはしない。そうした米国での意見の集約がかえって時空や商慣習

を超える真理のように扱われ、日本に直輸入されて、議論を表面的なものにして

しまう可能性も危惧している（第６章；＃四半期背景３を参照）。米国におけるパ

ブリック・コメントで、日本の中での議論に有益であると思われる件については、

それぞれ適切な個所で引用し、参考にしている。 

 

ここで米国での最近の議論の要諦とステークホールダー間の対立を象徴的に示

すパブリック・コメントを一件だけ示すならば、ニューヨーク証券取引所（ＮＹ

ＳＥ）によるＳＥＣに向けた強いメッセージが有用である。即ち、ＮＹＳＥはも

しＳＥＣが四半期開示制度頻度を緩めて年に２度或いは３度の開示制度に踏み

切るのであれば、ＮＹＳＥは四半期開示を証券取引所のルールとして強制する

 
31ニュースメディア Axios に当てたメールの中でヌーイは次のように述べている。"Many market 

participants, as well as the Business Roundtable which we are a part of, have been discussing 

how to better orient corporations to have a more long-term view. Most agree that a short-term 

only view can inhibit long-term strategy, and thus long-term investment and value creation. My 

comments were made in that broader context, and included a suggestion to explore the 

harmonization of the European system and the U.S. system of financial reporting. In the end, 

all companies have to balance short-term and long-term performance"（2018 Aug., 17）。 
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ことも考えると警告している（Stacey Cunningham, President of NYSE, March 

19, 2019）。これは証券市場の運営者として四半期開示制度の重要性を強調する

もので、大統領の意向や、ＮＹＳＥも現行は厳格な四半期開示やレビューを求め

ていない事実にかかわらず、四半期開示制度が絶対的に必要であるとのポジシ

ョンを示している。節 3.2.1.で取り扱うが、日本では金融商品取引法下の四半

期報告書と証券取引所ルール下の四半期決算短信の重複が問題とされているが、

上記の例は一つの参考事例となろう。 

 

トランプ大統領のツイートに端を発する四半期開示制度見直しの機運に立ち戻

り、ここで特筆すべきは、米国の主要経営者らが四半期開示制度を含む株主第一

主義（他のステークホールダーに優先して株主や投資家のための実務や制度を

推進すること）からの決別を宣言した点である。2019 年８月 19 日、Business 

Roundtable（以下ＢＲＴと省略）がその「企業の目的（Statement on the Purpose 

of a Corporation）」を広く宣言したことは記憶に新しい。ＢＲＴは言うまでも

なく、米国を代表する企業のＣＥＯをメンバーとする米国で最も有力な経済団

体である。およそ 45年の歴史を誇り、売上総額は年間 800兆円、従業員は 1,500

万人にもおよぶ。上記「企業の目的」は、これまでの「株主至上主義を排し（Moves 

Away from Shareholder Primacy）」、「全てのステークホールダーへの忠誠

（Commitment to All Stakeholders）」を通して「全てのアメリカ市民へ仕える

経済（An Economy That Serves All Americans）」を推進することであるとした。 

 

この「企業の目的」宣言は 181 社のＣＥＯの自筆のサインと共にメディアを通

じて公表されるなど、大きな反響を呼んだが、世界的な高い関心を呼ぶことを想

定したうえでのロビー活動の一環であり、その真意については必ずしも明らか

ではなかったために、関経連を中心とした本研究調査でも調査協力者の現地渡

航調査（ＢＲＴメンバー、政府・公共機関関係者、大学教授等へのインタビュー

を中心とした調査）等を通じて、その内容を確認している。例えば、ＢＲＴが宣

言を出した目的については、ミルトン・フリードマン流の株主至上主義を強烈に

主張するＢＲＴ「Statement on Corporate Governance」（1997年）からの脱却

を米国社会に宣言することであり、その背景としては近年における格差拡大な

どの経済社会動向および政治動向、アカデミアなどからの行き過ぎた株主第一

主義への批判的意見の強まりなどによることが明らかになった。ただ、昨年の宣

言文について承認した 181 社のＣＥＯメンバーは「この宣言内容は、我々がす

でに実践している経営を表現したものであり、当然に社会に受け入れられるだ

ろう」と考えていたようであるが、以下に述べる通り、その公表後、肯定的意見

や批判も含め、米国社会のみならず、世界において大きな反響を与えることとな

った。  
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「企業の目的（Statement on the Purpose of a Corporation）」が公表される

と、同日（2019 年８月 19 日）、機関投資家を代表するロビー・グループ、米国

機関投資家協議会（ＣＩＩ: Council of Institutional Investors）はこうし

た米国トップ企業の目的の変更に対し強い懸念を表明している。それによると、

同改定後「企業の目的」は「経営者の株主への説明責任の概念を軽視（undercuts 

notions of managerial accountability to shareholders）」し、代わって「ス

テークホールダーによる企業のガバナンスを強調するが、本来こうした任に当

たる株式市場の役割を軽視しているか無視している（“ stakeholder” 

governance focuses on individual companies, and seems to downplay or 

ignore the role of markets）」と強い表現で批判している。また、ＣＩＩは株

主が資本を経済の中で効率的に投資する役割も強調し、ステークホールダー・ガ

バナンスやサステナビリティへのフォーカスが無能な経営や必要な経営改革を

先延ばしする時間稼ぎの温床となり、結果として経済全体が停滞することを危

惧している。 

 

この最後のポイントを日本の株式市場との関連で考えると、資本の最適投資と

いう点についてはエクイティ・ファイナンスを通しての資金需要のない日本に

はあまり当てはまらないであろうが（第４章で詳述する）、ステークホールダー・

ガバナンスに実効性があるか否かという疑義については共通する危惧として備

忘する（『補論』にて検討する）。 

 

その他、米国の状況を小括するに、経営者連合としてのＢＲＴによる四半期開示

制度を含む株主第一主義の見直しは、機関投資家を代表するＣＩＩの強い反論

にみられるように、米国の全てのステークホールダーを代表するような動議で

はない。それでも、これまで株主資本主義の代表と考えられてきた米国にこのよ

うな動きがあることは、大きな潮流の変遷として一定の注意を払う価値がある。 

 

この点 2020年１月のダボス会議でも株主第一主義への反省が主たるテーマとな

り、竹中平蔵氏も同会議に際し次のように肯定的にコメントしている：－ 

 

＜株主資本主義から公益資本主義へ＞ [ママ] 

 

例えば「ダボス・マニフェスト 2020」を開催に先立って発表し、「世界の資本主義

は、シェアホルダー（株主）資本主義からステークホールダー（公益）資本主義に

移行する必要がある」という考え方を明確にしました。株主に還元する利益を最大

化することではなく、顧客、従業員、地域といったステークホールダーを大切にす

ること。それがこれからの資本主義のあり方であるということです 
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      Nikkei.co.jp (2020年３月/26 日 竹中平蔵セミナー広

告) 

 
同様に、2019 から、日本経済新聞でも公益資本主義への転向を支持する連載が

数多く発表されるようになっていることも留意に値する（e.g.,「脱・株主至上

主義の行方(上) 企業も環境・格差に配慮必須」ジョージ・セラフェイム ハーバ

ード大学教授 2019年 12月 16日; 「脱・株主第一主義の行方（創論）」ブライ

アン・モイニハン氏/池尾和人氏など多数）。 

 

(2)英国 

良く知られているようにＥＵでは従来の「透明性指令」のいくつかの規定が、多

くの中小企業にとって著しい負担であるとともに、投資家保護目的にも十分な

機能を発揮せず、短期的業績指向を促進し長期的投資を妨げる恐れがあること

を主な理由に「透明性指令」が改正された（2013 年 11 月）。英国も当然この影

響下にあり、これにより７年続いた強制的な四半期開示制度が終了し、以降四半

期開示制度は任意での公開となった（2014年）。これはロンドン証券取引所（AIM 

Market を含む）ルールにおいても同じであり、プレミアム・リスティングを求

める一般に有名で大きな企業でさえ、四半期報告書は求められていない。任意で

四半期開示を行う場合、ＩＦＲＳを採用している企業はＩＡＳ第 34号「中間財

務報告」に従って開示を行うことになる。 

 

これ以降の英国企業の開示状況を描写してＤＷＧは「海外の四半期開示制度に

関する動向としては、英国・・・では、・・・ 2014 年に四半期開示義務が廃止

されたが、英国では ＦＴＳＥ100 の半数以上が、・・・任意で四半期開示を継続

している」とまとめている。これは事実に反するものではないが、四半期開示制

度維持の機運が高いような印象を抱かせる。また米国 CFA Institute Research 

Foundationより財政的な支援を受けたポーゼンらの論文 “Impact of Reporting 

Frequency on UK Public Companies” (2017) は「2014年から 2015年末まで

に、四半期開示を停止した会社の数は 10％にも満たない」と報告し、初期には

任意開示会社の数が多いことが報告され、日本でもそのような解釈やコメント

が多くみられる 32。 

 

他方、例えばレヴィ (2017)は 2017年９月時点の調査で、過去 11カ月に、ＦＴ

ＳＥ 100社のうち 20％近くが、合計して 40％近くが四半期開示を廃止したと報

 
32 なお本論文はそのテーマが（本来は報告「頻度」ではなく）四半期開示制度が投資や経営に与える影響

という多くの研究者の興味に合致するものであったために数多くの引用を招いているが、その調査結果

は何か強い統計的な傾向を示すものではない。著者らの解釈、判断や政策提言も英国のとった政策を前提

に多岐に渡る推論的なコメントを試みたもので、時空を超えて四半期開示制度が経営或いは投資（或いは

両者）にとって有効に機能しているか否か示すものではない。 
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告している。同様にＦＴＳＥ250社でみると、過去 11カ月に 25％が、合計で 60％

が四半期開示を廃止したとしている。また、このトレンドを 2012年の『ケイ・

レビュー』が長期視点に立った経営をキャメロン政権に進言したことを反映し

ているとし、また、英国投資協会のＣＥＯ、クリス・カミングスもこの動きを歓

迎していることはよく知られている。なお、クリス・カミングスは英国投資協会

を代表して、先の米国ＳＥＣのパブリック・コメントにも応じ、米国での四半期

開示制度の廃止を推奨している。その他、英国ではその主要経済紙 Financial 

Times で数多くの投資家やファンドマネージャーが四半期開示制度が投資或い

は経営のショートターミズムを生んでいるという見方を示している。Legal & 

General Investment Management や Schroders といった最も有力な投資ファン

ドのマネージャーは上場会社に四半期開示廃止運動さえ展開している状況であ

る（オーウェン・ウォーカー, Financial Times, 2018 July 02）33。 

 

更にＦＴＳＥ 100企業の半数以上が四半期開示を継続している一つの理由はお

よそ 40社程度がＮＹＳＥ或いはＮＡＳＤＡＱにもクロス・リスティングしてお

り、いずれにせよ四半期開示が求められることが挙げられる。またこれらの企業

は「英国企業」というよりは真に「グローバル企業」であり、米国企業らとの比

較可能性の関係でも四半期開示を排することができない企業が一定数存在する

と言われている。それに対し、もし、日本市場での制度設計のために、「英国企

業」を対象に、四半期開示制度に対する対応を調査するのであれば、ＦＴＳＥ 

100よりは 250を、或いは当然それ以下の企業を対象とするべきである。 

 

(3)ドイツ 

英国と同様の経緯で「透明性指令」の改正（ Transparenzrichtlinie-

Änderungsrichtlinie）を受けドイツの有価証券取引法（WpHG, Section 37x）も

これを反映し 2015 年 11 月 2６日から四半期毎の報告義務を廃止した。それで

も、取引所規則によって一定の四半期開示が求められるので、同国上場市場の取

引額基準で約９割を占めるフランクフルト証券取引所（ＦＷＢ）を前提に説明す

る。 

 

本研究調査は欧州在住のマルチリンガルの研究調査補助者を使い、同証券取引

所ルール「Quarterly Statement」（ドイツ語版）をベースに詳細を報告する。同

ルールの英語版、Exchange Rules for the Frankfurter Wertpapierbörse FWB01e

では、Section IV, Sub-Section 2, §53, pp. 37-8 を 参照 のこと。更に詳細

 
33 もっとも、それらの見方が必ずしも何らかの確固たる証拠を持っているわけでもないし、投資家やファ

ンドマネージャーのどれくらいの割合がそうした見方を支持しているかも不明である。ただし、Financial 

Times が米国経済紙に比べショートターミズム回避と考えられる政策を強く支持しがちであることは一

般に知られている。 

https://www.xetra.com/resource/blob/291420/f1a0026895706b45ca1674cdc655da55/data/20200-01-27-Exchange-Rules-for-the-Frankfurter-Wertpapierb-rse.pdf#page=37&zoom=100,90,350
https://www.xetra.com/resource/blob/291420/f1a0026895706b45ca1674cdc655da55/data/20200-01-27-Exchange-Rules-for-the-Frankfurter-Wertpapierb-rse.pdf#page=37&zoom=100,90,350
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かつ明快なガイドラインは同取引所Ｗｅｂサイト「Quarterly Statement or 

Quarterly Financial Report」を 参照 のこと。これらを要約すると以下のとお

りである。 

 

四半期開示の要求を受けるのは EU市場の中で最も厳格な透明性・ディスクロー

ジャー・レベルが要求されるプライム・スタンダード企業に限られる。プライム・

スタンダード企業はＦＷＢに上場されている 521 社のうち 319 社に過ぎない

（2020 年３月 20 日時点）。しかも、要求される四半期報告とは日本でいう四半

期有価証券報告書や四半期決算短信のようなものとは全く異なるので注意を要

する。フランクフルト証券取引所ルール（FWB01e）セクション§53 で要求され

る四半期開示とは「Quarterly Financial Report」に対置される「Quarterly 

Statement」であり、その内容は当該四半期中に起こった重要な事項と、経営成

績及び財務状態に関する説明、およびこれまでの予想と異なる重要な予測に関

する事項の説明を中心とするものであり「単に普通のことばによる説明で足り

る。Quarterly Financial Reportとは異なり、Quarterly Statementは何ら数

値を含まなくてよいし、貸借対照表や損益計算書の類は全く要求されない」34。

しかも、監査やレビューは要求されないし、期末後２カ月以内に電子情報システ

ム ERS-Interface を通じて提出すれば足りる。日本の制度に比べ要求度が高い

ことと言えばドイツ語に加えて英語の Statement も求められているくらいのも

のである。 

 

ただし「Quarterly Statement」の代わりに「Quarterly Financial Report」を

提出するオプションは与えられており、後者を選択すれば要約貸借対照表と要

約損益計算書は開示される。今回、本調査ではプライム・スタンダード企業の内、

何社がこのオプションを選択しているか全社の実務を調査する余裕がなかった

が、シーメンス（Siemens）やアリアンツ（Allianz）といったブルーチップ企業

でさえ「Quarterly Statement」を公表しているにすぎない 35。またロイター社

は 2015年に改定「透明性指令」が施行された直後のドイツ市場で、プライム・

スタンダード企業の内ほんの 18％しか従前の四半期開示を継続する意志がない

 
34“A merely narrative report is sufficient. In contrast to the Quarterly Financial Report, the 

Quarterly Statement does not have to include any figures, above all, neither a balance sheet, 

nor a profit and loss account is required. However, if issuers wish to provide voluntary 

quantitative financial information in the course of the Quarterly Statement, they are permitted 

to do so. There are no further requirements regarding the description of the financial position 

and the financial performance. However, to allow investors an effective assessment of the 

information provided, issuers should care for an adequate comparability of the Quarterly 

Statement with information provided in previous Quarterly Statements or other periodic 

financial information.” 
35 現地マルチリンガル調査員がドイツ語でも検索してくれたが、このようなデータは見つからなかった

との報告を受けた。また、この事実を確かめるために全プライム・スタンダード企業の実務を調査する意

味は少ないと判断した。 

https://www.deutsche-boerse-cash-market.com/dbcm-en/primary-market/being-public/ipo-line-being-public/regulated-market/!ipo-21956-60156
https://www.deutsche-boerse-cash-market.com/dbcm-en/primary-market/being-public/ipo-line-being-public/regulated-market/!ipo-21956-60156
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ことを伝えている。株価総額の約 80％を占めると言われる「ＤＡＸ 30」

（Deutscher Aktienindex 30）、ドイツ株式指数 30銘柄企業の中からも、何社

も最低限の開示しかしない方向性を決めていると報じている（Reuters, 2016）。 

 

更に、2020年２月６日には、アリアンツは上記「Quarterly Statement」の四半

期開示にさえ難色を示し、ドイツの証券取引所運営者の Deutsche Boerse と交

渉中であるとする。それに対し、Deutsche Boerseは「そのような改定が可能か

どうか、関連する会計基準や企業への影響に関して現在集中討議中であると」コ

メントしている（Reuters, 2020）。 

 

日本の四半期開示制度見直しの参考のために国際制度比較の対象としてドイツ

を選択するのであれば、ドイツ市場は明らかに日本で強制されるような四半期

財務諸表の開示からの決別を選択し、現在もまだその傾向が強まっている。この

点、ＤＷＧ報告書が日本の四半期開示制度を見直さない理由として、ドイツに関

し「2015 年に法律上の四半期開示義務が廃止されたが、取引所規則によって四

半期開示義務が継続している」とし、「四半期開示は先進国の市場における標準

である」とするのは、意図的ではないにしても、誤解を招く表現であり修正が必

要であるし、また日本の四半期開示制度を見直さない理由としては論理的に誤

っている（第５章参照）。 

 

(4)フランス 

上記のドイツへのレファレンスと同様に、ＤＷＧの報告書ではフランスに関し

「海外の四半期開示制度に関する動向としては、・・・フランスでは、・・・2015 

年に四半期開示義務が廃止されたが、・・・ユーロネクスト・パリのＡ・Ｂ部の

約８割が、任意で四半期開示を継続している」とし、先進国市場で四半期開示が

標準となっているとの判断の根拠の一つを構成している。しかし、これも日本の

金融商品取引法上の四半期報告書及び証券取引所の四半期短期決算を前提とし

て読む日本の読者にはミスリーディングな表現であろう。 

 

ドイツ同様に、ＥＵの改定「透明性指令」を受けて、フランスでも 2015年より

法律上の強制四半期開示制度は廃止された。ただし、上場企業の定期情報開示は

フランスの金融市場庁ＡＭＦ (Autorité des marches financiers, i.e. the 

French Market Authority)の規制に従う。ＡＭＦの企業情報に関する規則や推

奨の詳細は Position-Recommandation Position AMF DOC-2016-05に詳しい（参

照）が、本調査ではその英語版の存在を確認していない。ただし、Bredin Prat, 

Cliff & PwCによる Financial Communication: Framework and Practices 2019 

Edition が英文で出版されており、この 51 ページに四半期開示制度の内容がま

とめられている（参照）。この部分については先のＡＭＦ Positionとの整合性

https://www.pwc.fr/fr/assets/files/pdf/2019/07/fr-france-financial-communication-framework-and-practice-2019.pdf
https://www.pwc.fr/fr/assets/files/pdf/2019/07/fr-france-financial-communication-framework-and-practice-2019.pdf
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を確認しているので、読者はそれを参考にされたい。以下はユーロネクスト・パ

リと Position-Recommandation AMF DOC-2016-05 の四半期開示部分に関するま

とめである。 

 

ユーロネクスト・パリには 2020 年３月 20 月時点で 891 社が上場している。株

価総額のサイズごとに Compartment Ａ（Large Cap.）, Ｂ（Med. Cap.）, Ｃ

（Small Cap.）のように分類されているが、ＡＭＦの観点からはそうした区分ご

とに企業開示制度の別はなく、どの区分に対しても四半期報告制度の強制はな

い。先のＤＷＧの説明、「Ａ・Ｂ 部の約８割が、任意で四半期開示を継続してい

る」という点に関しては、Ａ部（Compartment）には 178社、Ｂ部には 145社の

合わせて 323社（37％）が該当するに過ぎず、日本の約 3,800社、全社に強制適

用される四半期開示制度とは意味合いが異なる。323社のうち本調査が会社名ア

ルファベット均等法によるサンプリング(n=100 社)で調べたところ 78％が簡易

な四半期情報を公表しているにすぎない。ここに「簡易な」とは以下を意味する。 

 

 ＡＭＦは、四半期開示を行うか否かは企業の選択に任せるが、いずれにせよ

そのポリシーを一定期間継続させ、市場が得る情報を適切に安定すること。

また、そうしたポリシーを年初に企業のウェブサイトで公表することを推奨

する。 

 

 もし四半期開示を行うことを選択した場合には、その情報が正確で、公正妥

当で、財務に関するコミュニケーションに関する諸原則に従うこと。その開

示形式についてはどのようなものでも構わないが、当該四半期に関するビジ

ネス環境や営業や特別事象などに関するコメントを付して、市場に適切な情

報を公表することを推奨する。即ち財務情報に触れ、投資家に会社或いはグ

ループ企業の状況が十分わかりやすいようにすること。 

 

 四半期開示を採用するにしてもしないにしても、インサイダー情報には気を

付けると共に、また適時情報開示規制との関連にも注意を払い、投資家が透

明性と財務情報について自信を保てるよう注意すること。 

 

 四半期開示を実施するのであれば、期末後 45 日以内に公表するが、監査や

レビューは求められない。 

 

このように、パリ証券取引所においては、ほぼすべての主要企業が集まるＡ部・

Ｂ部でさえ、300社に満たない企業が自主開示しているに過ぎない（例えば、フ

ランスを代表する企業、ＡＸＡでさえ四半期開示を行っていない）。更にその開

示内容も極めて簡易なものであり、かつ監査やレビューを必要としないもので



75 

ある。こうした状況であるにもかかわらず、ＤＷＧが四半期開示は先進国の標準

であるとし、これを理由に日本の四半期開示制度の見直しを行わないとする判

断するのは合理性を欠く。 

 

更に懸念されるべきは、ＤＷＧのような機関がそうした報告書を発表するとＷ

ｅｂサイト上でも、それを引用したような見解・解説が累積し、社会的に正しい

認識が醸成されにくい。例えば、大手ディスクロージャー・ＩＲ情報加工サービ

ス専門会社のＷｅｂサイトでは、次のような記載がある。 

 

欧州主要国の四半期開示制度の概要 

・・・このような法定開示制度の見直し後、四半期開示の取り止めとは異なる動きがみ

られます。英国においては有力株価指数であるＦＴＳＥ100 構成会社の半数以上、フラ

ンスでは取引所であるユーロネクスト・パリのＡ・Ｂ部上場会社では約８割が、任意で

四半期開示を継続しているといわれています。また、ドイツでは、取引所規則で四半期

開示の義務付けを継続しています。（水沼, 2020） 

 

日本の読者にとって、こうしたコメントは、欧州では未だに日本と同じように詳

細でレビューを伴う四半期財務諸表が何百、何千といった単位の会社によって

公表されている印象を与える。近年は識者、研究者、シンクタンクらのコメント

といえど、原典を当たることなく、また地政学的、歴史的変遷に関するコンテキ

ストを勘案することなく公開されることが多い。上記のようなコメントがＤＷ

Ｇの情報をもとにしているとすれば、識者、研究者、シンクタンクの責任はもち

ろんであるが、ＤＷＧのような政府機関の責任は一層重いものと認識されるべ

きである。 

 

(5)シンガポール 

先にふれたように、シンガポールは、2020 年１月に、四半期開示制度に関する

大きな方針変更を断行した。この変更は企業のサイズをベースにした制度設計

から、企業の抱えるリスクをベースにした設計への変更である。四半期開示制度

とリスクについては 3.2.1. (4) d.で取り扱うので、シンガポールのケースにつ

いてはそちらで説明する。ただこの場で、国際制度比較という観点から一点だけ

述べると、シンガポールという外資に最も影響されやすい法域においてさえ、外

国人投資家がシンガポール市場をどのように見るかという観点よりも、四半期

開示制度に影響を受ける国内事業会社の事情を優先したということである。詳

細を求める読者は「Responses to Comments on Consultation Paper；Review of 

the Quarterly Reporting Framework」(Singapore Exchange, 2020 Jan., 9)を

参照されたい。 
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3.2. 現代・日本資本市場のセンチメント分析と綜合 
この節では 2.1 節で説明した目的と方法に従って収集したデータを列挙し、そ

の後に著者らの一定の分析を提示する 36。３.２.１は主に新聞・雑誌記事やＷｅ

ｂサイトで入手可能な情報を主として早稲田大学商学部の学生 20名に依頼して

主なステークホールダーごとにまとめている（ステークホールダー内の順序は

不同）。2019年９月末までに収集したデータに加え、読者の便宜のために、それ

以降に集めたデータ（即ち第２次データ）も「灰色網掛け」で示してある。図表 
5 は本報告書の中で最も大切なデータソースである。正式な研究調査インタビュ

ーデータや報告書と異なり、各ステークホールダーが自由な形式や意図で素直

な見方を示しているからである。これに加え、後には研究者が専門的に研究調査

した結果や影響力のある関係各公共機関の議事録や報告書を参考にしながら、

市場のセンチメントを読み解いてゆく。 

 

注）図表 5 は細かなデータが並列され必ずしも読みやすい表ではないが、本研究調査報告

書の中で大切なデータを構成している。そのデータの収集・掲載過程については第２章を参

照されたい。本調査の強いバイアスが入らないように、配列や組み合わせについては、約 20

人の学生研究補助者の判断に任せた。そのために、データにまとまりが無い要に移るが意図

的である。読者は無用のバイアスに侵されることがない。市場の様々なセンチメントを知る

ことは四半期開示制度の改廃を討議するのに最も大切なスターティング・ポイントとなる

ため、読者には是非できるだけ多くのコメントに目を通していただきたい。 

 

 
36 本図表のとりまとめに当たっては早稲田大学商学部の学生を主体とする調査研究協力者の貢献が大き

かった。特に田村大樹の貢献を記して感謝を表明する。 
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                                     注）  本図表の使用方法には十分注意されたい。Web やソーシャル・メディアに公開されている情報が多く、情報発信者は熟考した後に発信したものではない可能性が高く、 

                                         正確な記述になっていなかったり、この後に意見を変えている可能性も否定できない。ここでのコメントを理由に発信者の責任を追及するのは誤りである。出典は本レポ 

ートのオンラインバージョンで右端のリンクから確認されたい。この表の掲載内容の分類や順は研究補助学生の裁量による（著者のバイアスを削減する目的である）。 

                                                      

属性 

（大分類） 

属性 

（小分類） 
氏名 

○ 

× 

△ 

（○：現行四半期開示制度を積極的に支持; ✕: 強い懸念； △：不明 / 条件付き賛否 ） 詳細・適用・参考 リンク 

投資家 / 投資信託 / ベンチャーキャピタル / 資産運用. 

＜日本＞ 

 

（企業・ 

団体） 

フィデリティ投信株式会社 

ヘッド オブ エンゲージメント 

三瓶 裕喜 

WG 
〇 

「四半期開示については皆さんからいろいろな意見がありますが、簡単に申し上げますと、企業経営においても、長期プロジェクトを行う場合に、

長期とはいっても、おそらくある程度のインターバルで進捗のチェックをしていると思います。それと同じことだと思います。むしろ、我々は社外者で

あって、圧倒的な情報の非対称性があります。インサイダーインフォメーション、フェア・ディスクロージャーとありますから、定期的にその実態を公

表していただかないと分からないというのがあることです。（ディスクロージャーワーキンググループ第６回議事録） 

― 

さわかみ投信株式会社 

取締役会長 
澤上 篤人 ✕ 

「投資目線の短視野化もインデックス連動化も、年金をはじめとした機関投資家化現象の進展が背景にある。年金は大事なお金だから毎年きち

んきちんと運用状況や成績をチ 

ェックしましょうとなって、気が付いたら世界中の運用会社が１年毎の運用成績にしのぎを削るようになってしまった。… それが高じて、企業の四

半期決算に投資家やマーケットが一喜一憂する姿、つまり株式投資のディーリング化が常態のようになってしまっている。そんな機関投資家が大

株主でもあるから、企業にとってはたまらない。 まともな長期戦略を打ち出そうにも、目先の利益状況によっては経営にＮＯを突きつけてくる」と

記載。 

BLG 

コモンズ投信株式会社  

代表取締役社長 
伊井 哲朗 ✕ 

トランプ大統領が四半期開示の廃止の検討を要請したことに対し「私も大いに賛成です。ＡＩなどによる四半期ごとの決算プレーにはヘキヘキして

います。また、何よりも企業側にかかるコスト負担は大きいです。そのリソースはもっと別のところに割いて企業価値の向上につなげて欲しいです」

とコメント。 

SOC 

シブサワ・アンド・カンパニー株式会

社 CEO 
渋澤 健 △ 

2015 年当時、「英大手保険会社、Legal & General の四半期報告を廃止」の記事に対し、「賛成。日本でも、このような動きになることに期待。

けれども、企業が対話の意識を高めることは不可欠。特に、長期的な持続的な価値創造に関心がある一般個人投資家向けに。」とコメント。 
SOC 

株式会社 和キャピタル  

運用本部 部長 
村松 一之 ✕ 

トランプ大統領が四半期開示の廃止の検討を要請したことに対し、投資化保護に逆行することだが、経営には良いことだと好意的な意見。また

経営サイドは決算の頻度が少ないほうが誤りが起こりづらいのであろうと指摘。 
SOC 

元三井アセット信託銀行株式会社

執行役員、 

日本相続学会専務理事 

酒井 利直 △ 

「四半期報告の廃止については、すでにウォーレン・バフェットや JP モルガン・チェースのダイモンＣＥＯが主張しているところで企業経営者からは

支持する声が上がるだろう。一方投資家から透明性が後退すると批判の声があがるだろう。・・・株式市場にとっては、決算報告や経営者による

業績予想の頻度が減ることで、業績に対するビックサプライズが起こり株価の変動幅が大きくなる可能性はあるだろう。・・・従って慎重な検討が

必要な課題ではあるが、トランプ大統領の規制緩和によってビジネス環境を改善しようとする意欲は評価して良いと私は考えている。」 

BLG 

ドルトン・キャピタル・ジャパン シニ

アファンドマネージャー 
松本 史雄 〇 

日経新聞で、経団連の榊原定征会長の「株主の短期保有を助長しかねない（四半期開示の）制度は見直しを提案したい」という見方に対し、

「中長期の成長を見極める定点観測の意味でも四半期決算は欠かせない」と強調。 
MED 

リブライトパートナーズ株式会社  

代表パートナー（CMA） 
蛯原 健 ✕ 

トランプ大統領の四半期制度見直し要請に関し「反対する人、理由を予想してみると、如実に売上が減る監査法人、ごく一部いるであろう保守的

立場の学者や証券アナリストや資本市場関係者、会計系や基幹系システムの若干の変更を迫られるソフトウェア会社くらいでしょう。・・・ベネフィ

ットを享受する人々に比べ全くたいした勢力ではない」とコメント。 

SOC 

ジェイ・キャピタル・パートナーズ株

式会社 代表取締役 
田中 博文 △ 

ＩＰＯ・ＭＢＯ経験多数。「現状、四半期対応出来る体制となっているなら、原則半期、任意で四半期開示で良いかと思います。開示が大変だから

半期にしてくれとの話なのでしょうが、業績が回復基調になったりしている発行体は、むしろ早く開示したい場合もあるでしょう」とコメント。 
SOC 

ポスト IPO 支援事業 

シニフィアン株式会社 共同代表 

政策研究大学院大学 客員研究員 

朝倉 祐介 ✕ 

「ブラックロックＣＥＯ、企業の四半期業績見通し公表取りやめを」という記事に対し、「業績見通しどころか、果たして決算発表自体、四半期ごと

にやる必要があるのか、それは単に「市場への透明性を確保している」という免罪符を得るためにやっている行為ではないのか、冷静に考え直す

必要があると思います。正直、３ヶ月やそこらで話す内容なんて大して変わらんよと思っている上場企業の経営者、少なからずいると思います

よ。３ヶ月おきに言うことがコロコロ変わる経営者なんていたら嫌でしょ。別にメディアへのネタ提供のために事業経営しているわけでもないんです

から」とコメント。 

SOC 

図表 5 市場の言葉・センチメント 

https://sawakami.blog/2013/07/post-575.html
https://sawakami.blog/2013/07/post-575.html
https://newspicks.com/news/3252966?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_848263&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/3252966?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_848263&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/1296294/
https://newspicks.com/news/1296294/
https://newspicks.com/news/3252966?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_848263&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/3252966?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_848263&ref_t=comment
https://blog.goo.ne.jp/sawanoshijin/e/dd25db3590c0212858ba4ff956d110c1
https://blog.goo.ne.jp/sawanoshijin/e/dd25db3590c0212858ba4ff956d110c1
https://www.nikkei.com/article/DGXLASGD16H6S_W7A610C1EN1000/
https://www.nikkei.com/article/DGXLASGD16H6S_W7A610C1EN1000/
https://newspicks.com/news/3252966?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_848263&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/3252966?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_848263&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/3253558?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_100772&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/3253558?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_100772&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/1378330?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_308157&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/1378330?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_308157&ref_t=comment


78 

ニッセイアセットマネジメント株式会

社 チーフ・コーポレート・ガバナン

ス・オフィサー 

井口 譲二 

WG 
△ 

「四半期決算というのは、中長期投資家においても非常に重要であると思っています。（中略）四半期決算を使って年度の進捗をみるということ

ではなく、企業さんが提示された中長期の戦略がいつ発現するのかということを確認するという意味で、財務数値で確認できるという意味で重要

であるということです。そして、戦略の効果の発現は年度末に発現するか年度央に発現するか、全然分かりませんので、いつ発現しても確認でき

るよう、四半期でチェックできるということは、投資家にとって非常に有用であると思っております。（ディスクロージャーワーキンググループ第６回

議事録）」。ただし『スチュワードシップとコーポレート・ガバナンス ２つのコードが変える日本の企業・経済・社会』 （2015, 東洋経済新報社）にお

いては、四半期開示制度がもたらしうる、ショートターミズムに対する懸念も示す。  

GOV 

Defta Partners グループ会長 

内閣府参与 
原 丈人 ✕ 

アライアンスフォーラム、内閣参与の立場から決算短信における業績予想の開示義務を廃止するのに貢献。”四半期決算そのものの開示義務

をなくすことには、さらなる人的負荷軽減や中長期的な経営を押し進める狙いがある”。”単なる定量的な情報開示の廃止ではなく、中長期経営

を進めるために、定性的な情報をより活用した株主とのさらなるコミュニケ―ションが必要”と主張。// 2016 年３月 10 日、第５回未来投資会議

構造改革徹底推進会合「企業関連制度改革・産業構造改革―長期投資と大胆な再編の促進」会合にて、次のように発言。「2013 年以降にコ

ーポレート・ガバナンス・コード、スチュワードシップ・コードなどいたるところで中長期投資の重要性が述べられています。それにもかかわらずこれを

阻むものとして四半期ごとの業績予想という短期主義を象徴するかのような制度が残っていました。私は非常に問題視し総理に対してもこの弊

害を述べてまいりましたが、このたび、構造改革徹底推進会合での議論が反映され上場会社の決算短信から、四半期業績予想欄がなくなるこ

とが決まり画期的な出来事となりました。経営者を四半期ごとの短期主義の呪縛から解放し、短期的な株価の変化を気にせず、中長期の視点

で事業を見ることを促す流れが作れることは非常に重要な意味を持ちます。勘違いされると困りますので明確にしておきますが、社内での四半

期や、月次の数字を出さなくてはいいということではないのです。社内では数字を定めしっかりと実現していくことは非常に重要なのです。・・・こと

なく中長期経営・投資を実現することです。 第３弾として、最終的には、四半期決算開示義務を廃止し、適宜開示に改めることです。先ほど大

野さんがおっしゃられましたけれども、四半期開示は現状においても実質的に必要ないということをよく踏まえた上で、中長期のビジョンの説明や

企業理念の達成度の検証等、非財務情報の充実が実現した段階で、四半期決算開示義務は廃止するという流れを作ったとしても、上場企業

や外国人投資家にとっては、経営の自由度を高め、ＩＲ情報の内容等を拡充することで十分に対応し得るというふうに私は感じております。上場

会社は四半期の業績予想よりも、10 年後、20 年後の会社の姿についてさらに真剣に議論すべきです。」 

MED 

URL 

 

いちごアセットマネジメント株式会社 

代表取締役社長 
スコット・キャロン ✕ 

2019.１.28 金融庁「スチュワードシップ・コード及びコーポレート・ガバナンス・コードのフォローアップ会議」で「四半期開示の義務づけ廃止ですが、

私も賛成です。半期ベースでも十分に投資家のためになる開示ができますので、選択と集中で半期ベースの充実された開示を目指した方がよ

いのではないかと一投資家として思っております。なので、その点で賛成です」と発言。氏は同会議メンバー。 

GOV 

株式会社東京証券取引所 

執行役員 

青 克美 

WG 
〇 

「多くの上場会社におきまして、決算短信、四半期決算短信の見直しを受けまして、情報利用者のニーズを踏まえながらも、決算発表時に求め

られる情報を精査していくことで、それぞれの状況に応じた効率的・効果的な開示を行おうという取組が進んできていると見ております。（ディスク

ロージャーワーキンググループ第６回議事録）」 

* 

 

某投資（株式会社）  

チーフ・エンゲージメント・オフィサー 
Anon. △ 

中堅投資会社。企業との建設的な対話を通して共に成長を目指すスタンスで。ＣＥＯ・ＣＦＯとの対話の中で、建設的な対話の中で、四半期開

示の数字は見るものの、長期的な戦略等に関する情報がより重要なものと考えており、四半期開示自体の重要性は大きくないという認識を持っ

ている。四半期制度が廃止されることのメリットについて、1990 年〜2000 年始め辺りの四半期開示制度が無かった時には、アナリストは決算期

が終わった時点で各企業に出向するのに近い状態で企業分析に入り、深い分析が実現出来たと記憶（同様の事情が公認会計士監査にも言え

るのであろうとの感想）。より実効的な働き方改革の観点からも四半期開示制度が廃止されることのメリットはあるとの見方。ただし制度としてはグ

ローバルスタンダードという視点から、国際的動向を見る必要性は感じる。ここ 10 年〜20 年で米国と比較しても、日本企業は株価・配当等の数

字も劣後してきたのも事実で、そのような中で、日本の制度のみ緩くするというのでは海外から見た印象は極めて悪いと言える。他方で、例えば

時価総額 100 億円未満の企業であれば海外投資家を含めて誰も見ていないのが実態。したがって、規模に応じての四半期開示制度適用とい

う落とし所は取り得るかもしれない。 

* 

保険系 アセットマネジメント会社 

運用本部部長  

兼責任投資グループリーダー 

Anon. 〇  

投資家は、開示情報は多ければ多いほどいいという考え方ではなく、迅速な投資判断に資する重要な情報を開示してほしいというのが根本的な

考え方である。現状の日本の開示制度は、欧米に比べて足りていないのが実態で、欲しいと考える情報すら入手できていない。そのエッセンスを

まとめたのがディスクロージャーＷＧ報告内容であるとの認識。ただし、四半期制度改廃に資する証拠が不足しているため、ＷＧの議論に懸念

も。ステークホールダーごとの立場があるが、一旦すべてをクリアにしてニュートラルに生データを準備して議論をしていくことが必須と考える。四

半期開示制度を根本的な「あるべき論」で議論していく必要がある。四半期開示の代替手段や、部分的な適用を含む柔軟な制度が提案される

ことがあるが、四半期開示は上場している企業が果たすべき責任だと考える。時価総額が小さく、四半期開示を実現する体力が無い企業は、上

＊ 

https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/disclose_wg/gijiroku/20180511.html
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/disclose_wg/gijiroku/20180511.html
https://newswitch.jp/p/4772
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo_saihen_dai5/gijiyousi.pdf
https://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/gijiroku/20190128.html
https://www.fsa.go.jp/singi/follow-up/gijiroku/20190128.html
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場しなければいいというシンプルな話だと考える。四半期開示制度を廃止するのではなく、どれだけ効率化できるかという視点の重要性を認識し

ており、そのような検討はまだまだ不十分だと考える。米国追随ではない、日本発の開示制度の世界への発信をなすべきかとの議論があるが、

開示制度についてグローバルスタンダードを意識する必要があると考える。制度が海外と比較して劣後していることが原因で海外投資家を呼び

込めなくなる可能性が出てくることについて、本当にもったいないと考えている。制度が要因となり、国際的な成長の足枷になるのはよくないとす

る。ＣＧコード、スチュワードシップ・コードをはじめ日本の制度も充実してきており、社外取も９割を超える企業が導入するまでになってきた。積み

上げてきた実績は崩そうと思えば一夜にして崩れるが、原状復帰するのには、その何倍も労力がかかる。制度は維持しつつ効率運営の手段を

考えるのが良いと考える。 

専業個人投資家 

デイトレーダー 

ハンドルネーム

DAIBOUCHOU  
〇 

「億り人投資家」として知られる DAIBOUCHOU 氏。「短期の成長株投資では、次の四半期業績で上方修正が期待できるような銘柄を仕込むこと

が大切です。そのために欠かせない情報が、次の四半期業績を占う直近の事業の進捗や今後の見通しです。ただ、こうした情報の入手は、個

人投資家は機関投資家と比べて圧倒的に不利です。機関投資家は企業に取材できるのに対し、個人投資家は取材できないからです。適時開

示の公表資料や月次売上高などヒントになる公開情報もありますが、多くは企業を取材しないと分かりません」など、数々の記事やＷｅｂで、四半

期決算情報を常に積極的に活用して資産を増やしてきた経緯が説明されている。 

MED 

ハンドルネーム

uki5496 
〇 

「特に初心者に意識してほしいのが『３か月業績の推移』が便利。・・・四半期ごとの業績がパパっと確認できる・・・四半期ごとの業績チェックは侮

れない要素だ」など、短期の数値の動きで株式を選ぶ点を強調。日経ＢＰ誌 
MED 

その他多数 〇 上記のように個人のデイトレーダーが、四半期開示情報を使用するとの記事は他にも散見される。 ― 

<海外> 

米機関投資家協会 

事務局長 
ケン・バーチュ ○ 

「四半期決算を含む開示は相場の変動率（ボラティリティー）を抑える効果がある。開示の間隔があくと、その間に思惑で空売りなど投機的な売

買を招きやすい。もちろん空売り投資家の役割は大きい。テスラの経営問題に早くから警鐘を鳴らしていたのは空売り投資家であり、仮に四半期

決算の開示がなければ、イーロン・マスク最高経営責任者（ＣＥＯ）と市場との対話機会は減って空売りがもっと膨らんでいただろう」とする。開示

のコスト負担が議論になるが、欧州では四半期決算の法定開示義務が廃止されても、多くの企業が任意で公表を続けている。これは企業側がメ

リットのほうが大きいと感じている証左だ」とコメントし、四半期開示には肯定的。 

MED 

英国投資協会 

最高責任者 

クリス・ 

カミングス 
✕ 

「四半期開示はしばしば経営者に短期志向を強い、長期の目標に集中するのを妨げる要因になるからだ。開示に要する事務コストの負担も大き

い。上場企業はビジネスモデルにあった、意味のある頻度で開示を行うべきだ」とする。主要国の投資家協会の中で唯一四半期開示に積極的

に反対意見を表明し、四半期開示義務を廃止した動きの立役者の一人。 

MED 

バークシャー・ハサウェイ 

会長兼 CEO 

ウォーレン・ 

バフェット 
△ 

世界最大の投資持株会社バークシャー・ハサウェイの筆頭株主兼ＣＥＯ。いわゆる「業績予想を」四半期ごとに開示することは短期志向を助長し

かねないとしてやめるべきと主張。ただし経営実績を四半期で公表することそのものは、市場の透明性を高めるのに不可欠とする。 
MED 

ＪＰモルガン・チェース 

最高経営責任者（ＣＥＯ） 

ジェイミー・ 

ダイモン 
△ バフェットと同様。 MED 

米ブラックロック会長 ラリー・フィンク △ 
運用資産世界最大（6.3 兆ドル 約 700 兆円）のブラックロックの会長。パッシブ投資が多く長期投資を基本とする。同上で業績予想を」四半期

ごとに開示することは反対だが、「長期戦略を示したうえで、四半期で進捗状況を公表すべきだ」とする。 
MED 

カンバーランド・アドバイザーズ会長

兼最高投資責任者 
デービッド・コトク 〇 決算発表頻度を半分（四半期から半年）にすれば、弊害を招き、確立された規律を取り除くことになる MED 

マディー・ウォーターズ・リサーチ 

創業者 

カーソン・ 

ブロック 
○ 

世界的にも有力な物言う投資家。「当社の“物言い”は主に空売りを中心に展開しています。同じ物言う投資活動でも、・・・空売りの投資家は市

場でまだ表面化していない問題を抱える会社を発見し、その問題が拡大化してステークホールダーにさらなる被害が及ぶ前に是正を呼びかけ

ます。空売りの投資活動は会社経営の透明性の向上を誘導し、ひいては市場の健全な機能性を高めます。」としており、四半期開示のような頻

繁な開示がこうした活動に役立つとしている。 

MED 

ファンドマネージャー （なお、ファンドマネージャーについては別にアンケートで多くのデータを取得している） 

＜日本＞ 

農林中央金庫グループ傘下の投資

ファンド 

最高投資責任者 

奥野 一成 △ 

時に日本のバフェットと称される人物。「中短期の株式の売買には四半期情報は必要。一方、長期投資をする上では多すぎる知識と情報はかえ

ってノイズになってしまう。」という趣旨の発言をしている。また、四半期開示ではないがフェア・ディスクロージャー・ルールに関する金融審議会で

は「間接的な意義として、本ルールの導入により、資本市場をより深みのあるものにできるかなというふうに思っています。株式投資は中短期のト

レーディングをすることであるという見方と長期で企業をオーナーとして保有するという見方に分かれます。程度問題ではありますが、米国では後

者のような見方がウォーレン・バフェットのような投資家を筆頭に相当程度いて、市場の深みを作っています。日本では株式投資とはトレーディン

グであるという見方がどうしても強いと感じます。・・・株式投資をトレーディングであるとみる場合、結局速さが全てになっちゃうんですね。日証協

 
 
GOV 

 
 
 

https://news.nifty.com/article/magazine/12215-511103/2
https://news.nifty.com/article/magazine/12215-511103/2
http://bizboard.nikkeibp.co.jp.ez.wul.waseda.ac.jp/houjin/cgi-bin/nsearch/md_pdf.pl/0000423873.pdf?NEWS_ID=0000423873&CONTENTS=1&bt=MON&SYSTEM_ID=HO
http://bizboard.nikkeibp.co.jp.ez.wul.waseda.ac.jp/houjin/cgi-bin/nsearch/md_pdf.pl/0000423873.pdf?NEWS_ID=0000423873&CONTENTS=1&bt=MON&SYSTEM_ID=HO
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https://ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/12945.html
https://www.nikkei.com/article/DGXKZO34809800Q8A830C1EA1000/
https://www.nikkei.com/article/DGXKZO34809800Q8A830C1EA1000/
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO34321400Y8A810C1EA5000/
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO34321400Y8A810C1EA5000/
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO36739150Q8A021C1SHA000/
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO36739150Q8A021C1SHA000/
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/1808/21/news090.html
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/1808/21/news090.html
https://www.muddywatersresearch.com/ja/
https://www.muddywatersresearch.com/ja/
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/fair_disclosure/gijiroku/20161021.html
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/fair_disclosure/gijiroku/20161021.html
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/fair_disclosure/gijiroku/20161021.html
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の早耳情報禁止も含め、フェア・ディスクロージャー・ルールをちゃんと入れることで、株式投資ってトレーディングのスピードではなく、もうちょっと

深みのあるところで勝負しなきゃいけないんだなという認識を促すよい機会になると感じます。フライングするんじゃなくて、泳ぐ質を、走る質を高

めるふうに、どれだけ速くスタートするかじゃないんだと。長くゴールに行くには走りを改善しなきゃいけないとか、そういう世界に多分なっていくんだ

ろうなということです。すごく間接的な話だとは思うんですけれども、市場の深みをつくっていくような話になっていけばいいなというふうに思ってい

ます」との発言をなし、四半期開示制度を考えるにあたっての深い示唆を与える。「投資先の現場を見ることをとても重要視している。企業文化

は経営者ではなく「現場」をみることで初めて分かる。「長期投資家のいいところは、毎年継続的に現場を見ていくことができるので投資先企業が

どう変化しているか分かるところである」とし、四半期開示を重視するアナリストとは別の意味の定点観測・検証を重視する。 

 
 
URL  

さわかみ投信株式会社 

最高投資責任者 
草刈 貴弘 ✕ 

「企業決算が四半期ごとになり、企業価値を短期間で算出する時代です。長期で運用するはずの年金も運用者の評価が四半期へと短期化して

しまう。企業も投資家もその受益者も、評価軸が短くなるから目先の価格にとらわれてしまう。そこが変わらないと「変幻自在のマーケット氏」への

対応に追いまくられるだけで、経済の主体である企業や消費者を顧みなくなってしまいます。」「ウォール街のエコノミストやアナリストの話しぶりを

見ていると、まるで自分たちが全てを決めているかのように感じます。まさに天の声を代弁しているかのような感じです。でも自分たちで自己催眠

にかかっているようなものなんですよね」とも。 

URL 

コモンズ投信株式会社 

会長(渋澤) 

 

レオス・キャピタルワークス株式会

社 

代表取締役社長・最高投資責任者

(藤野） 

 

セゾン投信株式会社 

 社長（中野） 

渋澤 健 

藤野 英人 

中野 晴啓 

✕ 

四半期決算だとどうしても経営者の目線が短期になり、アナリストもファンドマネージャーも長期的な経営戦略に興味を持とうとしないとコメント。

「中野： とにかくおカネが動かないことには、経済は回りません。先日、経済同友会主催のパネルディスカッションに参加したのですが、一緒に登

壇した上場企業の経営者が怒っていました。その方が言うには、「今の日本の経営者は投資行動を取らなさすぎる。勇気がない」とのことでした。 

「藤野：確かに、多くの日本企業は投資不足ですね。内部留保が高水準であることからも、それはわかります。なぜ、投資しようとしないのか。理

由はいろいろあると思うのですが、根本的なところを言えば、四半期決算の弊害が出ているのだと思います。四半期決算だと、どうしても経営者の

目線が短期になりますからね。どうしても長期的な投資をしなくなる。しかも、上場企業の社長って、２期４年務めたら交代というのが一般的です

から、自分が務めている時には成果が出ないような、長期的な投資をするくらいなら、何もせずに大過なく過ごせれば良いと考えている人が多

い。これでは投資行動が盛り上がるはずがありません」。「渋澤: 先日、経済産業省が「持続的成長への競争力とインセンティブ～企業と投資家

の望ましい関係構築」プロジェクトの中間論点整理を発表しました。私も参加した研究会で、通称、「伊藤レポート」と呼ばれているのですが、この

中で四半期決算に対する問題提議が行われています。このレポートに対しては投資家側から、不満の声が上がったと聞いていますが、要する

に、適時開示の必要性は世界的な流れであり、四半期決算への問題提議は、世界の流れに逆行するという批判です。ただ、これは現在の世界

で行われている議論の周回遅れのものだと思います。情報開示の回数を増やすから、情報や開示の質が高まるというわけではないですからね」

とコメント 

MED 

Affinity Investment Advisors 

シニアポートフォリオマネージャー 

デイビッド・ 

スギモト 
✕ 

Newspicks にて、四半期決算のトレードで儲けているのは、短期投資家だけと指摘。また無理やり出した四半期決算により、市場が混乱している

とコメント。 
URL 

＜海外＞ 

Global head of Stewardship 

Schroders 

ジェシカ・ 

グラウンド 
✕ 

For us, changes between quarters are not going to change the investment case dramatically." "What we are looking to have, is more of 

an in-depth discussion. It's not about frequency of reporting, it's about a 'deep-dive, 2016 年にシンガポール証券取引所が四半期開示の

強制改廃を検討するにあたり、シュローダーでは四半期のレポーティングよりも、年次報告にみる経営戦略等の質を重視すべきであるとする。 

MED 

Athenaeum  

Managing Director 

マドリン・ 

リー 
✕ 

数々の表彰を受けたファンドマネージャー。“ "We do look at quarterly reports when available but we are not fixated on them. They add to 

our total, long-term view of the company. If you were led by the noise by quarterly reports, then you're not doing your job as a fund 

manager. Fund managers should do their own analyses and forecasts,"四半期開示があれば当然それを利用しようが、それがノイズになって

はファンドマネージャーとしての仕事ではないとし、半期報告書で企業のパフォーマンスに関する指標は十分であるとする。 

MED 

Director of European Equities at 

Janus Henderson Investors 

(£265bn fund manager) 

 

ジョン・ 

ベネット 

✕ 
“It’s just noise for a day,” “Why not get rid of quarterly guidance? It’s meaningless.” ＩＲプロフェッショナルが通常３－４年のターゲットを重

視していると言いながら、結局四半期開示の数字を重視してしまう状況を見て、二つのギャラリーを運営しているよだと揶揄。 
MED 

Chief executive of Old Mutual 

Global Investors, the £30.7bn UK 

manager, 

リチャード・ 

バクストン 
✕  ユニリーバが四半期開示をやめたのを受けて、会社が長期的な視点から経営が出来ているとの情報を得てそれを好感。 MED 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%A5%E9%87%8E%E4%B8%80%E6%88%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%A5%E9%87%8E%E4%B8%80%E6%88%90
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%A5%E9%87%8E%E4%B8%80%E6%88%90
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO99904420R20C16A4000000/
https://style.nikkei.com/article/DGXMZO99904420R20C16A4000000/
https://newspicks.com/news/3252966?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_848263&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/3252966?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_848263&ref_t=comment
https://www.straitstimes.com/opinion/quarterly-reporting-losing-its-shine
https://www.straitstimes.com/opinion/quarterly-reporting-losing-its-shine
https://www.straitstimes.com/business/companies-markets/much-to-debate-over-quarterly-reporting
https://www.straitstimes.com/business/companies-markets/much-to-debate-over-quarterly-reporting
https://www.ft.com/content/e61046bc-7a2e-11e8-8e67-1e1a0846c475
https://www.ft.com/content/e61046bc-7a2e-11e8-8e67-1e1a0846c475
https://www.ft.com/content/e61046bc-7a2e-11e8-8e67-1e1a0846c475
https://www.ft.com/content/e61046bc-7a2e-11e8-8e67-1e1a0846c475
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Chief investment officer at 

Newton Investment Management, 

the £49.8bn 

 

カート・ 

カスタード 

✕ 

“... quarterly reports put too much emphasis on short-term incentives. … That’s where you can see the damage to our industry and 

society as a whole, … Stewardship does not manifest itself on a quarterly basis. You have to lay seeds and let them grow”「四半期開示

があまりにもショートタームの動機を産み付け、それが投資業界のみならず社会全体への弊害になっている」とする。「スチュワードシップの基本は

種をまき育ててやることだ」とする。 

MED 

ヘッジファンドのマグラン・キャピタル

を運営 

デービッド・タウィ

ル 
〇 

Maglan Capital, is an event-driven hedge fund with a core focus on liquid instruments of companies approaching or experiencing bankruptcy, 

restructuring and operational turnaround. 「決算発表頻度が減れば、公開企業に対する投資が少なくなると断言できる。より多くの資金がプラ

イベートエクイティや非流動性投資に流れ、個人投資家が苦しむだろう」とする。マグランの投資戦略に注意されたい。もちろんこうした投資家軍

も存在することは注意に値する。 

URL 

アナリスト / ストラテジスト 多くのアナリストの意見については 3.2.2 節を参照 

＜日本＞ 

日本アナリスト協会 - △ 日本アナリスト協会ホームページによれば、四半期開示制度に関する会員アナリストの意識調査など行われて、或いは公表されていない。 URL 

株式会社大和総研 

特別理事 
川村 雄介 ✕ 

令和元年９月３日 企業会計審議会総会・第６回会計部会議事録から。「黙っていようと思ったのですが、感想的なことで四半期開示のこの頻

度の問題、それから、内容の程度の問題については結構前から議論があって、私はむしろ、緩和というか、半期で、あるいは年２回でいいのでは

ないかなと思っています。これは全く考え方が違う、四半期がいいんだ、もっと言えば八半期がいいんだ、極論すれば月次まで出せという議論が

当然、立場上あるのは承知しております。ただ、ここは先ほど少し、四半期開示はぜひむしろ充実させるべきだというご意見の根拠として、アナリス

トと経営者が同じだという件については、私としてはガバナンスの観点から意見を異にいたします。コーポレート・ガバナンスをどう見るかによって、

そこの考え方も違ってくると思うのですけれども、四半期開示を頻繁にする根拠として、アナリストと経営者と同じということには、私としては賛同で

きないという感じであります。// その上で、四半期開示のほうの、これ、緩和と言うのか、簡素化と言うのか、実際にこのプロの分析者であるアナ

リストの皆さんと一般投資家と、特に最近、機関化現象、いわばプロ同士のマーケットになっているわけですね。私が 40 年前アナリストで飯を食っ

ていた時代と、もう全く時代が違っています。あのころはアナリストというのは、どちらかというと個人投資家向けにあったのですけれども、今はもう全

く時代が変わってしまっている。そういう中で、やはり長いトレンドの中で見てきたときに、私としては四半期報告をこれ以上細かくというか、多くする

必要はないのではないかと感じています。これは感想、そこで大議論をしろという気はありませんが、そういう感想を持ちます。 

GOV 

元シティグループ証券株式会社 

マネジングディレクター // 東洋大

学教授 

野崎 浩成 ✕ 
「元アナリストの立場から言わせてもらえば、四半期情報は過剰情報だと思います。市場が全体的トレンドを見失うことも数多いほか、企業側が四

半期パフォーマンスを意識し過ぎて中長期的利益を逸失することもあろうかと。したがって大賛成」とコメント。 
URL 

株式会社いちよし経済研究所 

シニアアナリスト 
高辻 成彦 △ 

「事業会社側の観点で言えば、決算発表時期を多少遅らせてでも、中期的には決算短信と四半期報告書は一緒にした方がいいと思う。重複作

業で非効率。定性的事項だって大抵同じで、各社、重複部分は結局、同じ情報を載せている。四半期開示の考え方が悪い訳ではない。決算発

表時期が多少遅れても、きちんとした決算数字が出て来た方が情報開示としては望ましい」とコメント。 

URL 

株式会社ユーザーベース 

チーフアナリスト 
加藤 淳 △ 

「投資家としては開示が多いほうが基本的には良いが、一方で開示にかかるコストもある。あとは、開示があるゆえに短期的な部分に注目が集ま

りやすいのも実態だろう。業態によって業績や環境の安定度も異なり、どれくらいの開示周期が適切かというのも違うと個人的には思う。証券取引

所としては一定の基準を作ることは重要だが、企業の自由度を上げて、企業・投資家に任せる（選ばれたい企業は頑張る）のも市場の在り方の

一つ。」とコメント。 

URL 

公益社団法人日本証券アナリスト

協会検定会員、 

元フィデリティ証券株式会社 

モルガンスタンレー証券株式会社 

椎名 則夫 ○ 

トランプ大統領が四半期から半年に延ばす検討を要請したことに対し「反対。今の企業は日次か週次で業績を把握しなければ回らないので四半

期開示はできて当たり前です。それよりもマテリアルインフォメーションが一部投資家間で跋扈することが市場全体の不利益に繋がります」とコメン

ト。また「規制が緩和されたとして、実際に企業がどこまで開示を減らすのか、そちらの方が注目でしょう。余力のある企業ほどバッチリ四半期開

示を継続するのではないでしょうか」ともコメント。 

URL 

株式会社ナビゲータープラットフォ

ーム 代表取締役、 

公益社団法人日本証券アナリスト

協会検定会員 

原田 慎司 △ 
「ブラックロックＣＥＯ、企業の四半期業績見通し公表取りやめを」という記事に対し、「投資家にとっての定点観測の重要性は言うまでもないが、

現状は行き過ぎ。」とコメント。 
URL 

公益社団法人日本証券アナリスト

協会検定会員 
鈴木 優一 ✕ 

四半期利益に過度に反応する習慣・傾向は社会が必要とする長期的な投資の哲学に反する。短期のトレーディングによってリターンを狙うもの

には四半期業績未投資の発表があった方が相場のボラティリティが生じて利益機会が増えようが、企業の安定的な成長とそれに伴う企業価値

の増大をもって投資の利益とするのであれば、四半期開示制度に左右されない方が良い旨を表明。  

URL 

https://www.ft.com/content/e61046bc-7a2e-11e8-8e67-1e1a0846c475
https://www.ft.com/content/e61046bc-7a2e-11e8-8e67-1e1a0846c475
https://www.itmedia.co.jp/business/spv/1808/21/news090.html
https://www.itmedia.co.jp/business/spv/1808/21/news090.html
https://www.saa.or.jp/standards/disclosure/opinion/c9/index.html
https://www.saa.or.jp/standards/disclosure/opinion/c9/index.html
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/gijiroku/soukai/20190903.html
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kigyou/gijiroku/soukai/20190903.html
https://newspicks.com/news/3392751?ref=search&ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref_t=top
https://newspicks.com/news/3392751?ref=search&ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref_t=top
https://newspicks.com/news/407414?ref=search&ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref_t=top
https://newspicks.com/news/407414?ref=search&ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref_t=top
https://newspicks.com/news/2745299?ref=search&ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref_t=top
https://newspicks.com/news/2745299?ref=search&ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref_t=top
https://newspicks.com/news/3252966?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_848263&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/3252966?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_848263&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/1378330?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_308157&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/1378330?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_308157&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/1378330?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_308157&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/1378330?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_308157&ref_t=comment
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SPEEDA 

経済情報プラットフォーム  

アナリスト 

加藤 淳 〇 

「・・・四半期ごとの報告があるからその数値が気になるのは経営者も投資家も人間の性。ただそれで気になるなら、半年になっても長期的な目

線での経営にはあまりならないと思う。Amazon は言うに及ばず、上場して長期的な経営を信念を持ってやり、信任を得ている企業もあるわけで。

もちろん財務諸表を作る負担は下がる。だけど、モノ・カネ・情報・人、全ての流れが早くなってる中で、そもそも経営自体がリアルタイム性を求め

られるようになっている。それは開示義務に関わらず、どう付き合って活用していくか、どの企業も問われていること。そして、半年ごとになれば、

ディスクロージャーは難しくなると思う。全体に開示している全量が半年ごとになれば、その間に起きた事象について、フェアに扱うことは、難しくな

る（取材した機関投資家だけがアクセスできたら、それはフェアディスクロージャーの逆戻り）。もし半期開示を選べば、逆にＫＰＩとかについてはより

細かく頻度高く開示したりも必要だと思う。」 

URL 

元株式会社大和総研 

UBS 証券株式会社 

アナリスト 

武田 純人  2016 年、『企業の四半期業績見通し公表は取りやめを－ブラックロックＣＥＯ』に対し「やめる勇気を我々ももちたい」とコメント。 URL 

株式会社マザーハウス  

取締役副社長 

元ゴールドマンサックス証券株式会

社 

山崎 大祐 ✕ 

『ブラックロックＣＥＯ、企業の四半期業績見通し公表取りやめを』という記事に対し、「大賛成！金融業界にボラティリティを提供し、投資機会を

作り出しているために四半期決算があるようなもの。四半期で本当に事業評価ができるのかというと疑問であるだけでなく、過度に市場評価を気

にする環境を作っている。日本も同様にこういう音頭をとる投資会社が出てきてほしい。」とコメント。 

URL 

 

米運用会社 アナリスト 

ＣＦＡ 

 

デビッド・ホー 
✕ 

「四半期の決算トレードで儲けているのは短期投機家だけだから、（四半期開示制度廃止に関し）あまり異論はない。米系企業以外の場合、そも

そもオペレーションが四半期単位では動いていない場合が多い（特にドメ・中小）。だから、四半期の財務会計を無理やり出しても変なものになり、

それをまた市場が曲解して、変なボラティリティを生み、エクイティカルチャーがますます根付かなくなる（特に日本）。ただ、会計業界やセルサイ

ドには良いニュースでは無い。（だが、そもそも言い出した一人はセルサイドもやる JPM のダイモン）一方、これが、企業が市場とのコミュニケーショ

ンを怠って良い理由には絶対ならない。特に一部除く日本企業の場合コミュ障と言われてもおかしくないレベルに留まる。ＫＰＩなど重要な項目

は、継続的に開示を続けるべき。最終的には、トランプ・バフェット・ダイモン等 vs 現役世代・会計財務投資業界・ＳＥＣの争いになり、「簡略化」み

たいな玉虫色の結果になりそうな気がするが。」 

URL 

シンク・マーケットＵＫ 

チーフ市場アナリスト 

ナイーム・ 

アスラム  
○ 

トランプ大統領が四半期から半年に延ばすよう要請したことに対し、「金融システムに最大の抜け穴を生み出すレシピ」と批判 

（上記トランプ大統領のコメントが流れた際、ロイター社は同様の短いインタビューコメントを幾つも掲載した。本コメントもその記事の日本語訳） 

MED 

MED 

エバーコアＩＳＩ 市場ストラテジスト 
スタン・ 

シップリー 
△ 「四半期開示を廃止すれば、長期的視点での経営が可能になる」という意見に対し、そのような事実はないと調査結果を根拠に指摘 URL 

銀行・証券会社 

 

みすぼ証券株式会社 

市場情報戦略部・上級研究員 、 

ＩＦＲＳ解釈指針委員会の財務諸表

利用委員 

熊谷 五郎  

WG 
○ 

第６回 ディスクロージャーワーキング・グループ 「提供情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組」への（会議欠席時に提出）コメント：－ 

「四半期開示について」証券取引所における四半期決算短信の見直しを踏まえ、一部の企業においては、すでに四半期決算短信の大幅な簡

素化が進められていると理解している。従って、四半期開示対応への作成者業務負担は相当軽減される可能性があるのではないか。つまり制

度上は、企業の対応や工夫次第で、業務効率改善を進める機会はすでに与えられている。また投資家・アナリストも、四半期決算公表から四半

期報告書提出までのラグが短いことを考えれば、四半期決算短信における開示量の減少をもって企業の開示姿勢の後退と捉えるべきではな 

い、と考える。// 金商法上の四半期報告書作成義務は残るが、それは上場会社としての最低限の責任である、と考える。必要な開示資料作

成に係るコスト負担に耐えられない企業は、資本市場から退出する自由は確保されている。また逆に、企業は必要性と企業体力に応じて、決算

説明会資料という任意開示資料によって、追加開示を行うことができる。そうした開示姿勢の良い企業の資本コストが下がれば、それはまさに企

業の資本市場における対話戦略の成果であると同時に、資本市場の効率性向上にも資する、と考えられる。それに対して、四半期開示制度廃

止は意味合いが大きく異なる。ショートターミズム抑制の観点から、制度そのものを廃止すべきという声があるが、四半期開示制度自体がショート

ターミズムの源泉ではない。四半期開示制度を維持している米独の経済成長及び企業業績が、長期的、総体的に観て我が国を凌駕しているこ

との説明が付かない、と思われる。四半期開示制度は、投資家等による企業業績のモニタリングの機会として有効である、と思われる。また、新

興企業を中心とする会計不祥事を契機の一つとして、すなわちコーポレート・ガバナンス上の必要性もあって四半期開示制度が誕生した、という

歴史的経緯も忘れるべきはなかろう。// 我が国資本市場の国際的な競争力維持という観点からは、四半期開示制度を維持することが極めて

重要であると考える。一連のコーポレート・ガバナンス改革が国内外の投資家から高い評価を得ている中で、企業や監査人の業務負担軽減の

観点から四半期開示制度を廃止し、完全に任意開示に委ねることは、企業業績の向上や株価上昇に伴い、我が国が ＣＲＩＣ（Crisis、

URL 

https://newspicks.com/news/3252966
https://newspicks.com/news/3252966
https://newspicks.com/news/1378330?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_308157&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/1378330?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_308157&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/1378330?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_308157&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/1378330?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_308157&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/3252966
https://newspicks.com/news/3252966
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/1808/21/news090.html
https://www.reuters.com/article/us-usa-sec-trump-investors-analysis/kill-quarterly-reporting-some-investors-ring-alarm-bells-idUSKBN1L2227
https://www.reuters.com/article/us-usa-sec-trump-investors-analysis/kill-quarterly-reporting-some-investors-ring-alarm-bells-idUSKBN1L2227
https://jp.reuters.com/article/instantview-trump-suggest-biannual-eaern-idJPKBN1L21NP
https://jp.reuters.com/article/instantview-trump-suggest-biannual-eaern-idJPKBN1L21NP
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/disclose_wg/siryou/20180511/ikensho3.pdf
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/disclose_wg/siryou/20180511/ikensho3.pdf
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Response, Improvement, Complacency）サイクルの Complacency（自己満足による慢心）の段階に入り、建設的対話促進姿勢が後退していると

いう誤ったメッセージを国内外の市場関係者に発信しかねない。「失われた 20 年」とは、まさに我が国政治・経済・企業経営における ＣＲＩＣ 

サイクルの歴史であった。こうした先例を踏まえれば、四半期開示制度を廃止した場合、特に海外投資家が、我が国コーポレート・ガバナンス改

革に対して与えてきた好意的評価を、一夜にして覆しかねないことを強く懸念する。 

SBI ホールディングス株式会社 

代表取締役社長ＣＥＯ 

SBI インベストメント株式会社 

代表取締役執行役員会長 

SBI グループの創業者 

北尾 吉孝 ✕ 

ひと月程前（2018 年６月）、「ウォール・ストリート・ジャーナル日本版」に「【寄稿】短期志向は経済に有害＝バフェット氏とダイモン氏」と題された

記事がありました。その中で両氏は、「われわれの経験では、四半期の利益見通しは長期的な戦略、成長、持続可能性を犠牲にし、短期的な

利益に不健全に注力させることになる」とか「企業は四半期の利益見通しを達成するため、技術投資や雇用、研究開発を頻繁に抑制してい

る」、あるいは「短期志向の資本市場は長期的な視点を持つ企業の上場を阻害し、経済からイノベーション（技術革新）や可能性を奪っている」

等々の指摘を行われています。 

此の「公開企業は四半期の利益見通しを廃止すべき」との見解に対し、公認会計士の武田雄治という方は御自身のブログで、「四半期ごと

の業績見通しの開示のみならず、四半期決算の開示自体をやめてはどうかと思っています。全上場企業が半期報告書制度に戻し、四半期レビ

ューを中間監査に戻すべきだと考えます」と述べられていましたが、私も全くそれで良いと思っています。現況は、決算発表が終わったと思ったら

また直ぐに決算といったことで、四半期決算に振り回されるが如き弊害が生じています。会社経営はそれ程短期に動かないわけですから、半年

に 1 回で十分だと思います。 

上場企業の四半期開示が、例えば株主に対する適切なガイダンスになるのでしょうか。今「タイムリー・ディスクロージャー」で何か起こった

場合は、基本的に適時適切に会社情報を公開することが求められます。また Mission Statement は当然として、Vision にしても３ヶ月毎に変わる

ような類ではありません。そして季節性は多かれ少なかれ、様々な事業会社でありましょう。バフェット氏らも言われる通り「四半期の利益は、コモ

ディティー価格の変動や株式市場の乱高下、天候など企業の統制が及ばない要因に影響されることもある」わけで、四半期毎に業績開示して

「増えた」「下がった」とやる中に大きな意味を私は見出せません。 

取り分け所謂「大企業のサラリーマン社長」では、４～６年程度の任期中に長期戦略が立たないと思います。それは組織として経営企画部

が担当部で主として考えています、といったことでは駄目でしょう。やはり経営トップたる者、自身で全ての戦略を議論していく最大の当事者でなく

てはなりません。戦略を練るというのは、長期的な視野に立って如何なる事業をどのタイミングでどのような形でスタートすべきか、あるいは廃止

すべきかといったことを考えることが非常に重要であります。しかし現在の時間軸だと、そうした余裕もないような感じで動いているわけです。 

私の場合、四半期毎に決算説明会に臨み、長期戦略も含めて毎回長時間話をしています。また年２回、私がメインスピーカーでインフォメーショ

ンミーティングも東京／大阪／名古屋で開催しています。他方、日本の一部上場の大企業の中で同程度に社長自らがＩＲにコミットしている会社

は、数える程しかないでしょう。そうであるならば、せめて年に１度でも経営トップがきちっとした話を網羅的にすべきであり、また、その説明の場は

出席が限られる株主総会よりインフォメーションミーティングが良いのではないかと思います。私は、四半期毎に決算を発表し、それを基に財務

担当役員レベルが簡単に説明したところで、殆ど意味がないように思います。 

BLG 

外資系銀行 在日支店 部長 上西 英雄 ✕ 

「米国企業が四半期決算に振り回されて経営が非効率になっていることは間違いない。昔、米国で企業を分析する仕事をしてましたが四半期決

算の問題を痛切に感じました。 // 短期業績を気にしすぎることで経営が歪むこと、四半期毎の決算作りと説明に経営が大きな時間を取られて

いること等です」とコメント。問うコメントには格段に多い”Like” が付与されている。  

URL 

非金融系事業会社 （このカテゴリーでは現状の四半期開示制度に強く反対する意見が圧倒的であるので、出来るだけ好意的なものを多く掲載している） 

 ＜日本＞ 

バイオベンチャー（ファンペップ） 

IPO 準備経験あり 

経理部長 

松尾 香那子 △ 

「英国、フランス、ドイツは、2014～2015 年頃に相次いで四半期決算開示義務が廃止され、年度及び半期決算（半期の監査は任意）のみの開

示となっています。（ドイツは取引所規則の四半期開示（監査は任意）は継続）個人的には、米国が継続するにせよ、廃止するにせよ、日本は独

自にその必要性を判断すれば良いのではないかと考えています。知るべきは米国の動向ではなく、これら廃止された国々の市場への影響だと思

うのですが、知りたい情報はなかなか記事に上がらない」とコメント。 

URL 

新日鐵住金株式会社 

執行役員 

財務部長 

石 原  秀 威 

WG 
✕ 

［金融庁］企業会計審議会総会・第６回会計部会議事録（令和元年９月３日）から。「四半期報告書という制度開示資料の情報価値は、残念な

がら先ほど申し上げた昨今の投資トレンドを踏まえますと、投資判断においては低下しているのではないかと思われます。そうであれば、例えば第

１四半期、第３四半期の決算は任意とし、決算説明も任意の開示資料のみで十分ではないかと考えます。欧州、米国の動向も踏まえて、開示

の後退とか無いよりはあった方がよいという捉え方ではなくて、投資家が投資判断を行う際の必要性、実際に活用されている程度という観点で評

価、検討していただければと思います」と発言。 

 

http://www.sbi-com.jp/kitao_diary/archives/2018071110818.html
http://www.sbi-com.jp/kitao_diary/archives/2018071110818.html
https://newspicks.com/news/3253558?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_100772&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/3253558?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_100772&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/3392751?ref=news-summary_3392751
https://newspicks.com/news/3392751?ref=news-summary_3392751
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サントリーホールディングス株式会

社代表取締役社長 
新浪 剛史 △ 

サントリーは子会社化したビームとの相違点を「四半期の決算・販売数量など、短期的な成果への執着が強い」ことだと述べている。過去には非

上場で長期視点からの経営で有名であった同社にとって、現社長下で四半期開示制度がどのように考えられているかは未だ不明。 
URL 

元株式会社富士通マーケティング 

社長 

現新光電気工業株式会社 

社長 

藤田 正美 ✕ 
ステークホールダー・ダイアログ、対談中に「経営や社会的責任を長期で考えることは、四半期決算は相容れない部分がある。長期保有の株主

には、財務情報だけでなく、技術や人材戦略も含めた財務以外の情報を提供していくことが重要と考える」と発言。 
URL 

GMO インターネット株式会社 

代表取締役会長兼社長・グループ

代表 

熊谷 正寿 ✕ 

「Ｊ-ＳＯＸ法、四半期開示制度、取引所審査の厳格化による上場コストの上昇。・・・。誰も日本で上場しなくなる。日本産業の未来は暗い」とツイ

ート。他のソーシャルメディアでもベンチャーに対する資金が回らない制度になっていることに懸念を示しているのは、トランプ大統領の四半期開

示制度に対する懸念と同じか。 

SOC 

株式会社あしたのチーム 

社長 
高橋 恭介 ✕ 

日経記事『赤字６年耐えて開花 人事評価、悩む中小の力に』で「高橋社長は 17 年 10 月、当初は 18 年３月を予定していた上場時期を２年

先延ばしにすることを決断した。“未上場でも十分に資金調達ができる。上場すると四半期開示への対応から思い切った戦略が打てなくなる”と

語る。未上場のうちに短期的な業績への影響を気にせずに思い切った投資に踏み切る考えだ。」上場すると四半期開示への対応から思い切っ

た戦略が打てなくなる、との見方を示した。 

MED 

フューチャー株式会社 

会長兼社長 
金丸 恭文 △ 

日経記事 2017 年に「上場企業の決算の四半期開示はぜひ見直してほしい。現在の開示資料は株主にとって見やすいものではない。株主に対

して企業が自らの工夫でつくる自由がない。抜本的な見直しが必要だ」と述べる。 
URL 

株式会社ゼロワンブースター 

（起業家支援プラットフォーム） 

共同代表 

合田 ジョージ ✕ 

ブログ『四半期決算は日本を停滞させたのか？』において、「人はインセンティブに従う。様々な経験や会話の中で思うのは人はその人が置かれ

た状況のインセンティブ（必ずしもお金ではない）に思いの外、素直に従うということです。これは、必ずしもお金という意味ではなく、同調圧力、出

世、人にどう見られたいか？など、個々人で異なりますが、とにかく、個々の性格に応じたインセンティブに従いますね。四半期決算。すべてを四

半期決算のせいにするのは「？」ですが（参考）、日本の停滞の一つの原因はこの四半期決算にもありそうです。この弊害はここを。最近はトラン

プ大統領が四半期決算に疑問を挟んでおりますね。四半期決算では目先のコストカットに走ってしまうというのは多分、人情です。そんなに聖人

のような人はなかなかいないと思います」とする。 

BLG 

NTT 東日本株式会社 ＩＲ室担当部

長 

NTT 東日本株式会社 ＩＲ室長 

花木 拓郎 

飴嶋 隆嗣 
△ 

2016 年の、ロイター社のインタビューにて。開示資料作成業務の負担が大きい。「作らなければいけない報告書が多く、作成者の負担も大き

い。」これがひとつになると、もっと本質的な、ＥＳＧなど会社が長期的な視点で考えていることをこれまで以上に開示できると思う。」 「四半期業

績開示の一体化の動きにはかなり期待している」。 

MED 

スリーエム ジャパン株式会社 

代表取締役副社長執行役員 

一般社団法人 WICI Japan 会長 

早稲田大学客員教授 

昆 政彦 ✕ 

３月決算の会社の株主総会が９月までで良くなったとのテーマについて、「株主との健全な対話には大きな前進だ。より健全な対話と経営を入れ

込むには、四半期開示も廃止すべきだろう。四半期開示によって、投資家も経営者も短期志向となり、不健全な経営スタイルを助長している。

そもそも投資家の大部分は年金資産もしくは長期投資目的が中心だ。誰も重視していない短期業績に、余りにも敏感なのは不健全だ」。 

SOC 

株式会社スノーヴァ 社長 大塚 政尚 〇 
「マザーズの他社は開示していない」と反対する主幹事証券を押し切って業績予想を公表した。「予想は市場に対する会社側の意思表示だと思

う」 
URL 

キッコーマン株式会社 

取締役名誉会長・取締会議長 
茂木 友三郎 △ 

「日本の政治家や企業経営者が短期志向になっていることを心配している。政治家は世論調査に、経営者は四半期決算に一喜一憂してしまっ

ている。世論調査や四半期決算には問題があるものの、一定の役割があるためやめるわけにはいかないのだろう。」 
URL 

株式会社タイムプロデュースリンク 

代表取締役 
堀部 太一 △ 

トランプ大統領が四半期から半年に延ばすよう検討を要請したことに対し「どうしても軸足は企業側で見てしまうのですが、その視点だとかなり賛

成です。ただそれによって長期的視点に全てが変わるかと言われると否だと思うので、考え方などは変わらないと思いますが。」とコメント。 
URL 

株式会社 VanCreworth  

代表取締役 
鈴木 確 ✕ トランプ大統領が四半期から半年に延ばすよう検討を要請したことに対し「四半期決算はコストの割に意味が無い」とコメント。 URL 

元株式会社ライブドア 

CEO 
堀江 貴文 △ 

『米、決算頻度見直し検討 ＳＥＣ長期投資は重要』という記事に対し、「四半期決算は超大変ではある」とコメント。ディスクロージャーは当然だ

が、年４回は多すぎるという意味か、不明。 
URL 

株式会社エンベデッド・アーキテクト  

（ＩＲ/PR コンサルティング） 

代表取締役 

栗本 義丈 ✕ 

『企業の四半期業績見通し公表は取りやめを－ブラックロックＣＥＯ』という記事に対し、「四半期決算もやめたらいい。月次でちょっと違うなって思

ったときだけ開示すりゃいい。手間が省けるし、会計士や経理要員の開示コストも下がる。現実問題、投資家なんて何してくれるものでもないし、

半期で開示することだし、それほど困らない」とコメント。 

URL 

https://diamond.jp/articles/amp/74447?usqp=mq331AQQCAEoAZgBgKfvsN3s3_KmAQ%3D%3D
https://diamond.jp/articles/amp/74447?usqp=mq331AQQCAEoAZgBgKfvsN3s3_KmAQ%3D%3D
http://www.fujitsu.com/jp/about/csr/society/dialog/2013/index2.html
http://www.fujitsu.com/jp/about/csr/society/dialog/2013/index2.html
https://www.kumagai.com/?eid=518
https://www.kumagai.com/?eid=518
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27772180W8A300C1XY0000/?df=2
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO27772180W8A300C1XY0000/?df=2
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO12251370Y7A120C1EE8000/
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO12251370Y7A120C1EE8000/
https://www.01booster.com/columns/blog/3959
https://www.01booster.com/columns/blog/3959
https://jp.reuters.com/article/fd-ntt-idJPKBN13X0PK
https://jp.reuters.com/article/fd-ntt-idJPKBN13X0PK
https://newspicks.com/news/1977800?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_1209547&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/1977800?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_1209547&ref_t=comment
https://business.nikkei.com/atcl/NBD/15/233378/030200165/
https://business.nikkei.com/atcl/NBD/15/233378/030200165/
https://newspicks.com/news/3252966?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_848263&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/3252966?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_848263&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/3252966?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_848263&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/3252966?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_848263&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/3253558?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_1629801&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/3253558?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_1629801&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/1378330?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_308157&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/1378330?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_308157&ref_t=comment
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株式会社ファブリカコミュニケーショ

ンズ （業務支援システム構築・販

売） 代表取締役社長 

谷口 政人 〇 
『米テスラ、株式非公開化巡り特別委設置』という記事に対し、「四半期毎に決算開示するのは上場していれば当然のこと。問題は、甘言を繰り

返し幾度となく投資家を落胆させた見通しの甘さではないか。」とコメント。 
URL 

株式会社 FOLIO 代表取締役 CEO 

& Founder 他多数 

甲斐 真一郎 

他多数 
✕ 

『メルカリ、この四半期も 25 億円の赤字。海外事業が影響』という記事に対して、「はやく四半期開示無くせばいいのに。」とコメント。多くのコメンテ

ーターは四半期で見る意味合いが薄く、ノイズとなり、経営にも影響することを懸念しているようである。 
URL 

元ソニー株式会社の広報担当役員 原 直史 ✕ 

「四半期決算発表を廃止する意見に賛成だ。元々、四半期ごとの情報開示は、ウォールストリートの要求で、ビジネスサイクルに適合したものでも

ない。企業活動の透明性を確保すべきというなら、期間よりその内容の方が重要で、内容を適正・適切にすれば、６か月ごとの開示で充分だろ

う。その間に予測しなかった事態が発生すれば、臨時に情報開示を行えば良い。四半期開示の問題にしても、最近のコーポレート・ガバナンス

は、金融資本に都合の良い議論になっているような気がする。企業は社会のためにある、企業は市場の声に耳を傾けるべきである、そこに言う

社会と市場は、金融資本と同意義ではない。」とコメント。 

URL 

株式会社 LIXILCEO 瀬戸 欣哉 △ 

Nikkei Business、2018 年６月４日、「四半期の結果に投資家が反応するのは当然で、パブリックカンパニー（公開会社）なんだから仕方ありませ

ん。ある程度、株価の上下を覚悟して、それでも僕は長期的な視点で経営をしてゆきますよということを株主に納得してもらう以外にないのです」

と記載。 

URL 

株式会社サイバーエージェント 

社長 
藤田 晋 〇 

『上場の意義 問い直す（複眼‐資金調達で成長探れ）』という日経記事の中で、「株価という市場からの評価は経営にとって非常に重要だ。ネッ

トテレビを普及させようと「アベマＴＶ」に積極投資し、その事業で今は年 200 億円の営業赤字を出している。だからこそ市場の信認を受けるた

め、情報を積極的に開示して説明責任を果たそうとしている。上場していなかったら、投資の規律を保つのは難しかっただろう。企業には上場準

備の時から監査法人が入り、開示に耐えられる財務や経営体制をつくり上げていく。上場後は四半期決算で３カ月ごとにチェックが入り、気が緩

む暇がない。投資を続けて将来に備えると同時に短期でも利益を出さなければならないのはつらいが、企業は鍛えられる。」とコメント。 

URL 

株式会社三菱ケミカルホールディン

グス 会長 
小林 喜光 ✕ 

未来投資会議（議長・安倍晋三首相）で、日本企業の取締役会は中長期の経営戦略や経営首脳の選解任の議論が不足していると指摘、四半

期開示制度を含め上場企業が開示する決算短信や有価証券報告書といった重複する決算情報の見直しも求めた。 
URL 

元 上場会社 社長 

NPO 法人コヂカラ・ニッポン 代表 
川島 高之 ✕ 

2016 年当時『ブラックロックＣＥＯ、企業の四半期業績見通し公表取りやめを』という記事に対し、「大賛成。企業経営には長期目線が必要、３カ

月毎の決算で右往左往したくないです。当社も上場していますが、私は投資家に、｢３年間で見てください｣、｢その代わり３年後の収益をコミットし

ますので｣と、明言しています」とコメント。 

URL 

オムロン株式会社 

執行役員 

グローバルインベスター・グローバル

コミュニケーション本部 

井垣 勉 △ 
アナリスト協会の「ディスクロージャー優良企業」賞受賞のＣＦＯ。「四半期の業績開示を速やかに開示して説明するだけではなく、中長期の企業

価値向上ストーリーを積極的に、統合報告書などを活用して伝えることで適切に企業価値を評価していただけ・・・」とコメント。 
 

ペプシコ 

最高経営責任者（ＣＥＯ） 

インドラ・ 

ヌーイ 

△ 

✕ 

2018 年８月のトランプ大統領が四半期開示制度の見直しについてツイートした舞台裏。「トランプ氏はその後、記者団に提案者が飲料・食品大

手ペプシコのインドラ・ヌーイ最高経営責任者（ＣＥＯ）だったと"暴露"。同氏は「四半期開示を巡り「我々は長いこと批判されてきた。年４回の代

わりに年２回にすることをとても真剣に考えている」と語った。2018 年 10 月に退任予定のヌーイ氏はコメントを発表し「短期に偏った視点は長期

の戦略を妨げる。短期と長期のバランスをとらなければならない」と真意を説明した。」 

URL 

URL 

＜海外＞ 
元ユニリーバ 

CEO 

ポール• 

ポールマン 
✕ 

「3. 四半期決算報告の廃止. “Unilever Sustainable Living Plan”を達成するためにはより長期的な視点でビジネスモデルを再構築する必要が

あると考えたポール氏は、それまで行っていた四半期ベースの決算報告を廃止した。長期視点で計画を進めていくためには、株価を気にしなが

ら次の四半期の業績を良くするためだけに働くという誘惑を組織の中から取り払う必要があったのだ。・・・この方針を発表したところ、人々はその

方針を更に悪いニュースの前兆だと受け取り、ユニリーバの株価は８％も下がってしまった。しかしそれでもポール氏は自身の考えを変えることは

なかった。同氏は、長期的な視点で考えれば本来のパフォーマンスは必ず株価に反映されるというスタンスを貫いた・・・同氏によれば、ユニリー

バは金融業界ほどの高給を支払っているわけではないものの、この４、５年で従業員のエンゲージメントスコアは劇的に上昇したとのことで、ベンチ

マークしていた 8,000 社の企業と比較してもこれほどの上昇は見たことがないという。・・・従業員は暮らしに良い変化をもたらす仕事に関わってい

ることに誇りを感じており、これは明らかに目的志向型 （Purpose-Driven）のビジネスモデルのおかげだとのことだ。」 

MED 

経済団体 シンクタンク NPO 法人 

https://newspicks.com/news/3245918?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_135945&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/3245918?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_135945&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/3446718?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_361345&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/3446718?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_361345&ref_t=comment
https://newswitch.jp/p/4772
https://newswitch.jp/p/4772
http://bizboard.nikkeibp.co.jp.ez.wul.waseda.ac.jp/houjin/cgi-bin/nsearch/md_pdf.pl/0000425480.pdf?NEWS_ID=0000425480&CONTENTS=1&bt=NB&SYSTEM_ID=HO
http://bizboard.nikkeibp.co.jp.ez.wul.waseda.ac.jp/houjin/cgi-bin/nsearch/md_pdf.pl/0000425480.pdf?NEWS_ID=0000425480&CONTENTS=1&bt=NB&SYSTEM_ID=HO
https://www.nikkei.com/article/DGXKZO44146110U9A420C1TCS000/
https://www.nikkei.com/article/DGXKZO44146110U9A420C1TCS000/
https://www.nikkei.com/article/DGXLASFL27HEK_X20C17A1000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXLASFL27HEK_X20C17A1000000/
https://newspicks.com/news/1378330?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_308157&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/1378330?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_308157&ref_t=comment
https://www.saa.or.jp/standards/disclosure/selectiont/pdf/disclosure_h30_kiko_omron.pdf
https://www.saa.or.jp/standards/disclosure/selectiont/pdf/disclosure_h30_kiko_omron.pdf
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO34310180Y8A810C1NNE000/
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO34310180Y8A810C1NNE000/
https://sustainablejapan.jp/2014/05/21/unilever-sustainability/10482
https://sustainablejapan.jp/2014/05/21/unilever-sustainability/10482
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公益社団法人関西経済連合会 会

長 
松本 正義 ✕ 

住友電工会長。関経連は、会長以下、多くの役員や職員が強く四半期開示制度に反対の意向を明らかにしている。筆者（スズキ）が数々の会

合に参加し、メンバー会員との意見交換を通じて感じたことは、これは会長がそうであるからということではなく、同会役員や職員の実体験や調査

がそうした実務感覚を生じしめているものと認識している。 

URL 

公益社団法人 

経済同友会代表幹事 
小林 喜光 ✕ 

2017 年１月 23 日第４回未来投資会議構造改革徹底推進会合 「企業関連制度改革・産業構造改革―長期投資と大胆な再編の促進」会

合にて次のように発言：「日本企業の経営者が短期の投機的な取引に過度に振り回されずに、なおかつ、中長期的な視点から果敢な経営判断

をしていけるようにするには、今まで議論されたように、企業の文化やマインドの改革や、生産性の向上に加え ・・・企業情報の開示に当たって

は、意義の小さい事項の開示をやめ、中長期的な企業価値の向上に向けた建設的な対話に資する非財務情報、すなわち、ESG 情報も含めた

非財務情報の開示を促していくこと、さらに、複数の開示制度内容の一本化作業を加速すること、継続的に四半期開示義務の是非を問うていく

こと、特に、過度に短期スパンの業績予想はショートターミズムを助長しかねないことから、決算短信における業績予想の様式を見直していくこ

と。加えて、スチュワードシップ・コードの一部見直しや、株式の高速取引に関する制度的な手当てについても直ちに着手すべきこと」。 

URL 

一般社団法人 

日本経済団体連合会 

経済基盤本部長 

小畑 良晴 

WG 
✕ 

『経団連規制改革要望』 （２０１８年３月 20 日） 日本の上場企業においては、毎四半期ごとに、四半期決算短信（証券取引所規則）、四半期

報告書（金融商品取引法）と、それぞれが異なる制度を根拠とした開示書類を提出しており、その内容について経営成績に関する記載や財務

諸表等、相当程度の項目が重複している。また、大量の開示書類を四半期単位で作成しているため、これら書類作成に携わる社員の稼動・負

担は膨大なものになっている。// 一方で主要国に目を転じれば、米国は証券取引法に基づく四半期報告書（10-Q）のみを開示しており、英、

仏等においては、第１及び第３四半期開示制度自体が存在しない状況である。//現在、日本においては、官民を挙げて「働き方改革」「生産性

向上」に取り組んでいるところであり、また、未来投資戦略 2017 において、「四半期開示について、義務的開示の是非を検証しつつ、更なる重

複開示の解消や効率化のための課題や方策等を検討」することとしている。これらを踏まえ、真に開示が必要な項目の精査等を通じた開示項

目の簡素化を要望したい。また、将来的には、欧州をはじめとした諸外国と同様に、四半期開示義務自体を廃止すべきと考える。// 要望が実

現すれば開示書類作成に携わる社員の負担軽減による「働き方改革」につながるとともに、「企業の生産性向上」の実現を通じた持続的な企業

価値の向上が図られると考える。 

URL 

一般社団法人スチュワードシップ研

究会 代表理事 
木村 祐 基 △ 

2016 東京証券取引所に対する『決算短信・四半期決算短信の様式に関する自由度の向上について』のパブリック・コメント。「上場企業が開示

する様々な情報について、企業の創意工夫が生かされるような自由度を確保することは好ましいことと考えられる。しかしながら、他方で、企業

の開示情報の正確性や「質」を担保するためには、取引所が一定のルールを定めてすべての上場企業にそのルールに従ってもらうことも必要で

ある」とする。「公表前の監査・四半期レビューは不要であることを明確にする」という点については問題ないとする。 

URL 

一般社団法人日本取締役協会 東 哲郎 ✕ 
東京エレクトロン 株式会社 ＣＥＯ。株）セブン＆アイ・ホールディングス 社外取締。2010 時点で、協会内のディスクロージャー委員会を通じ

て、四半期開示の簡素化を提言。 
URL 

一般財団法人 KIBOW 

インパクト・インベストメント・ 

チーム ディレクター 

山中 礼二 〇 

2016 年、英国投資協会が四半期開示をやめるよう企業に求めたとの記事に対し、「四半期報告は、投資家にとってもあった方が良いと思う。こ

れがないと、インサイダー情報を知っている人と知らない人の格差が大きくなり、投資家間の不平等を招きかねない。一方で、業績予測の開示

は、短期的な「着地」の圧力を経営者にかけるので、長期的価値最大化を阻害することが多いと思います」と指摘。 

URL 

一般財団法人 

アジア太平洋研究所 

藤原 幸則 

主席研究員 
✕ 

「ＳＤＧｓの実現が世界の潮流となっている。ＳＤＧｓの底流にある「長期的視点での経営」、「多様なステークホールダーへの配慮」、「経営と倫理

の両立」は、日本企業の根底にある経営哲学であり、世界から評価されるべき普遍的価値を有する。日本企業はこの価値を活かし、世界の潮

流を牽引する企業統治を行っていく必要がある。政府・証券取引所は、長期的視点での経営をバックアップするよう、四半期開示の義務付け廃

止、議決権や税制の面での長期保有株主に対する優遇策を講じるべきである」と記述。 

URL 

     

株式会社大和総研 

主任研究員 
鈴木 裕 〇 

週刊エコノミスト誌上: 「四半期開示情報は短期志向を生んでいると批判されている。『短期情報を開示しなければ、長期投資が行われるように

なる』となれば、縮小・任意化という方向もあり得よう。しかし、企業の短期的な成果を見ることは、長期的経営のラップタイムを測ることにも似て

いる。現に利用者が数多くいる四半期開示をなくすことが投資家と企業の間の信頼を高めることになるとは思い難い」。また「株式投資家の平均

的な保有期間が短期化していることをとらえ、「短期志向が蔓延し、長期投資が損なわれている」という議論を聞くことは多い。平均的な保有期

間とは時価総額÷年間取引高で計算され、近年確かに短縮傾向にある。ただ、コンピューターがプログラムに基づいて自動的に行う高頻度取

引（ＨＦＴ）が増えれば平均保有期間は短縮し、ＨＦＴ以外の株主構成に変化がなくても短期志向が広がったことになってしまう。ＨＦＴなどなしに

保有期間の短縮化が確認されたとしても、それは流通市場の話であって、発行市場で企業の資金調達が難しくなるわけではない。平均保有期

間が短くなって何か不都合を引き起こしているかどうかは疑わしい。企業と投資家の対話の成果が持続的に企業価値に対してポジティブな影響

MED 

http://www.kankeiren.or.jp/material/bc316c5e538e1431027e00da16f2f9a839296f96.pdf
http://www.kankeiren.or.jp/material/bc316c5e538e1431027e00da16f2f9a839296f96.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo_saihen_dai4/gijiyousi.pdf
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/suishinkaigo_saihen_dai4/gijiyousi.pdf
https://www.keidanren.or.jp/policy/2018/022_12.pdf
https://www.keidanren.or.jp/policy/2018/022_12.pdf
http://stewardship.or.jp/wp-content/uploads/2015/07/79aa32e515d200527988c6ebd0a484f2.pdf
http://stewardship.or.jp/wp-content/uploads/2015/07/79aa32e515d200527988c6ebd0a484f2.pdf
https://www.jacd.jp/news/law/100329_post-1.html
https://www.jacd.jp/news/law/100329_post-1.html
https://newspicks.com/news/1657908?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_100438&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/1657908?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_100438&ref_t=comment
https://www.apir.or.jp/research/1186/
https://www.apir.or.jp/research/1186/
http://kagehidehiko.blogspot.com/2015/10/blog-post_21.html
http://kagehidehiko.blogspot.com/2015/10/blog-post_21.html


87 

があれば、投資家の保有期間が短期であっても何も問題はないはずだ。しかし、短期志向の証拠として、平均保有期間の短期化を示すグラフが

必ずといっていいほど用いられる。」と記述＊。 

＊同記事に関して分析を加えている鹿毛秀彦氏の「メディアを育てる経済記事批評」もとても有用な視点を提供している。 

会計・監査 

会計士 

公認会計士協会 

重責経験者 
Anon. △ 

2018 年前のことになるけれども、公認会計士内部の検討でも、自信の感覚としても、（1） これは情報作成者と情報利用者が中心になって決め

てゆくべきことであるが、監査人としての立場からは、一番大切なのは年度決算をきちんと押さえてゆきたい。また、（２）日本の開示制度には余り

にもいろいろ細々としたものを入れすぎてしまった感がある。日本人は真面目なのでこうした基準になっていると作業が大変であるし、どれがどれ

かわからなくなってしまうほどであるとの感想。（３） 金商法会計と取引所ルールの、それぞれの役割を認めつつ、「融合」が求められるのではな

いか。（以上、公開セミナーにおけるコメント）［ささき・田中まとめ］ 

 

有限会社ナレッジネットワーク 

代表取締役•公認会計士 
中田 清穂 ✕ 

以下、氏のメルマガ「四半期開示は廃止されるか（続々々編）」より。私は、過去３回（2014 年５月 21 日、2016 年６月３日、2016 年６月 24

日）ほど、このメルマガで、「四半期開示は廃止されるか」という記事を書いてきました。１回目（2014 年５月 21 日）は、経済産業省の有識者会

議で、四半期ごとの企業決算の開示制度を見直すよう提言されたことを取り上げました。２回目（2016 年６月３日）は、この「四半期開示制度の

廃止」の議論が、金融庁に移された際に、抹殺されたことを取り上げました。３回目（2016 年６月 24 日）は、抹殺された「四半期開示制度の廃

止」の議論が、「日本再興戦略 2016」で息を吹き返し、再び検討されることになったことを取り上げました。そして今回は、今年（2017 年）６月９

日に閣議決定された、「未来投資戦略 2017」について取り上げます。// 「未来投資戦略 2017」では、四半期開示について以下のように記載

されています。「四半期開示については、義務的開示の是非を検証しつつ、企業・投資家を含む幅広い関係者の意見を聞きながら、更なる重

複開示の解消や効率化のための課題や方策等について検討を行い、来年春を目途に一定の結論を得る。」 もっとも重要なキーワードは、「義

務的開示の是非」です。そして、「来年春を目途に一定の結論を得る」です。つまり、長年実施されてきた四半期短信と四半期報告を義務とし

て、今後も継続するのか、あるいは廃止してしまうのか、その結論が、来年（2018 年）春には下されるということになります。 // また、「未来投資

戦略 2017」の 30 ページに「変革後の生活・現場のワンシーン」ということで、以下の記載があります。「（企業・機関投資家）相当数の３月末決算

企業が７月に株主総会を開催するようになる中、我が社も今回初めて７月に株主総会を開催。余裕を持った決算作業が可能となり、開示書類

の記載内容を共通化し、それを電子提供できるようになったこともあって、株主総会に向けて投資家とより突っ込んだやり取りができ、強い手応え

を感じた。」 これは、「未来投資戦略 2017」が実現し、変革が達成できた時のイメージを表現したものです。これはすなわち、「未来投資戦略

2017」の内容が実現すると、３月決算の会社は、続々と７月に株主総会を開催するようになるということです。// なんだかしっくりしない、胸落ち

しない話です。なぜなら、３月決算の会社にとって、７月は、第１四半期真最中であって、想定問答集など、とても株主総会対策のために、経理

部門が工数を避ける余裕のない時期です。したがって、すでに申告書の提出期限の延長は、１ヶ月から最大４ヶ月までできるよう法令改正が成

立していますが、その他に株主総会の招集通知の添付資料を、株主の同意なく電子化する法令改正などが行われたとしても、第１四半期の真

っ最中に株主総会を開催する企業が続出するとは、到底考えられません。しかし、四半期開示の義務化が廃止されたら話は違ってくるのです。

第１四半期などなくなるのですから、７月での株主総会の開催は、余裕をもってできるようになるでしょう。つまり、「株主総会開催日程の後ろ倒

し」と「四半期開示の義務化の廃止」は、セットで実現しないと全く効果がないと思うのです。少なくとも、一度抹殺された「四半期開示の義務化の

廃止」が、昨年復活し、一年たっても継続し、さらに来年春には結論を出すと明言された流れの中で考えると、「四半期開示の義務化」は、このま

ま「継続」されるよりは、「廃止」される可能性の方が、圧倒的に高いと感じられます。 

URL 

経済評論家・政策アナリスト、大手

監査法人顧問、シンクタンク代表 
池田 健三郎 ✕ 

「企業サイドは、ガバナンスとリスク管理強化を進める必要性に迫られつつも、株主が求める業績拡大・利益追求から解放されるはずもなく、むし

ろ目標達成圧力は四半期決算の導入等もあってさらに高まる一方である。それが行き過ぎれば、コンプライアンス違反の温床にもなりかねないこ

とは想像に難くない。加えて適正な時価会計や連結会計などには高度な知見が要求されるのも事実であり、人手不足の拡大とも相俟って十分

な対応が取れず、それらが結果として不適切な処理を生じさせるリスクとなることも指摘されている。」。 

BLG 

武田公認会計士事務所代表 武田 雄治 ✕ 
経団連による、四半期開示制度に関する要望にコメントして「四半期開示義務の廃止は、賛成です」とコメント。自身のブログでも何度も開示制度

の見直しを主張。 
URL 

大手会計系コンサル経験 米国

CPA 合格 公認内部監査人 シス

テム監査技術者 

鈴木 確 △ 

「確かに四半期決算は、管理コストを莫大に欠ける割には意味がないですね。今後、取引記録は、ＡＩやブロックチェーンがどんどん侵食していくで

しょうから、信ぴょう性の高いタイムリーな情報を月次で出しつつ、やはりＡＩによる監査も半年ごとに行う。これでコストも時間もかけずに開示が出

来るのですが、早くそうなればいいなぁと思う限り」とコメント。 

URL 

https://www.isid.co.jp/stravis/mailmagazine/2017/0623.html#anchor-02
https://www.isid.co.jp/stravis/mailmagazine/2017/0623.html#anchor-02
https://ameblo.jp/ken-ken-go-go/entry-12277979203.html
https://ameblo.jp/ken-ken-go-go/entry-12277979203.html
http://blog.livedoor.jp/takeda_cfo/archives/2114189.html
http://blog.livedoor.jp/takeda_cfo/archives/2114189.html
http://tesmmi.hatenablog.com/entry/2018/08/20/185637
http://tesmmi.hatenablog.com/entry/2018/08/20/185637
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溝口公認会計士事務所代表 

グロービス経営大学院教員 
溝口 聖規 △ 

2018 年８月 20 日「四半期情報開示は不要なのか？」にて様々なポイントを指摘。「当時は成り行きとして導入された四半期情報開示だが、改

めてその是非を検討することは、企業と投資家がお互いの存在意義やそれを踏まえて資本市場の一層の成熟には必要なプロセスではないかと

思う」とまとめる。 

URL 

國村公認会計士事務所代表 國村 年 ✕ 

自身のブログにて、「公認会計士として、以前から四半期開示（第２四半期は除く。）は、いたずらに会社にも監査法人にも負担を与えるため、必

要ないと言ってきましたが、経団連が提案してくれるとありがたいですね。『働き方改革』が理由になっているところは、時代の流れを感じます

が ・・・。」とコメント。 

URL 

「会計士歴 15 年の公認会計士」 

同名の Twitter も運営。 
「開示ラボ」 ✕ 四半期レビュー導入前のほうが、会計監査という点でもより数字をきちんと見ていたという印象があるとコメント。 URL 

公認会計士 大手監査法人 

IPO 経験 CFO 経験 
岡田 雅史 △ 

「監査に携わっていた自身としても四半期決算に外部監査を入れる必要性は感じなかった。特に１Ｑは前期の年度決算の総会承認とほぼ同タイ

ミングで判断上の大きな変化が出てこない。それでも任意開示で四半期決算開示を残すことには意義がある。確かに自社の業績を３か月という

短い期間で区切って見せることに抵抗のある経営者も多いだろうが、逆に成長の早い企業は３か月で長いくらいでは。自社の成長や改善をアピ

ールし資本市場を味方につけたい意欲的な会社はどんどん開示を行ってファンを増やせばよい。」 

URL 

元官僚 

公認会計士 

J-Force 株式会社代表取締役 

荒井 薫 ✕ 

「ＳＥＣ、四半期開示義務の軽減に関し意見公募検討」という記事に対して、「私は、監査側、上場会社側の両方を経験しましたが、四半期ごと

の開示が半年になるから、会社の動きが見え難くなるとは言えないと思います。適時開示制度や任意開示ありますので、そちらを如何に投資家

フレンドリーにするかが重要かと思っています。四半期報告では、次の四半期報告では数字がリカバリーすることがわかっているのに開示するジレ

ンマに何度か直面しました。ところで、記事に、“ただ、四半期開示は投資家に重大な情報を提供する制度であり、相場のボラティリティー低下に

も寄与しているとの見方もある。”相場のボラティリティを上げる下げるために四半期報告があるわけではないかと思うのですが…」とコメント。 

URL 

公認会計士 

元リーウェイズ株式会社 CFO 

株式会社リデルタ CEO 

國井 大地 ✕ 

「ＳＥＣ、四半期開示義務の軽減に関し意見公募検討」という記事に対して、「昨今の経済環境の変化が激しい時代において、四半期開示をす

ると、経営者は毎四半期レベルで業績を上げ続けるプレッシャーを負うことになる結果、どうしても近視眼的な視野で経営することになってしま

う。また、企業側の決算にかかる労力を鑑みても、四半期開示は過度なのかなと思うところはある。実際、監査する側としても四半期に内部統制

監査、年度決算と年中繁忙期で辛かった」とコメント。 

URL 

株式会社エスネットワークス  

（会計・管理コンサル）  

ＩＰＯサポート室長 公認会計士 

渡辺 匡章 〇 

2014 年当時、『四半期決算の開示見直し、経産省が提言へ』という記事に対して「クレイジー過ぎる。正直四半期短信なんて、省略可能な項

目多すぎて中身スカスカなのに、これ以上何を？最低ラインを下げてあとは企業の自由に、ＩＲ頑張る会社は頑張ってと？前年同四半期比をみ

ないと何もわからないので、制度開示そのものは維持すべき！そして上に書いたようにあまり緩和する余地はないよ。期日遅らせることは競争力

を削ぐし、すべきでない。」とコメント。 

URL 

公認会計士、共栄会計事務所 パ

ートナー  
鄭 龍権 ✕ 

2018 年、共同通信の『米、決算頻度見直し検討 ＳＥＣ「長期投資は重要」』という記事に対し、「適時開示のシステムが安定してさえいれば、決

算報告は半期で十分だと思う。監査の負担も軽くなるよ。」とコメント。 
URL 

Teppei 公認会計士事務所代表 金山 鉄平 ✕ 

「四半期開示制度は抜本的に見直すべき」 まぁ、１Ｑ,３Ｑは強制じゃなくていい。基本的に会社は投資していただく側なんですから、開示はした

いんですよね。そんなの自主的に任せればいいんです。ただ、外部の目は必要で１年間もほっとくわけにはいかないんで、やっぱり中間監査がバ

ランス的にもいいんだと思います、とコメント。 

URL 

杉原公認会計士事務所代表 杉原 礼治 ✕ 「短期で見すぎな気がします。自分の仕事は減るかもしれませんが、四半期開示をやめましょう。３ヶ月で何が変わるのだろうか。」とコメント。 URL 

有限責任監査法人トーマツ 星野 雄滋 ✕ 

日経『私見卓見』「長期志向経営を実現するには」（2019 年３月 29 日）のなかで、「いま日本企業に求められているのは、長期志向の経営だ。

トランプ米大統領が米上場企業の四半期決算開示制度の見直しを指示し、市場では環境・社会やガバナンスに配慮する長期志向のＥＳＧ投資

の拡大が注目されている。いずれも短期志向の経営は中長期の成長力にマイナスとの認識が背景にある」と会計士よりも経営の立場からコメン

ト。 

MED 

公認会計士斉藤寛子事務所代表 

Big4 １２年、外資系メーカー４年 
斉藤 寛子 △ 

自身のブログにて「四半期開示の制度を目の敵にするのではなく、会社と利害関係者がしっかり対話することができる環境を作り上げていくことが

大事」という旨の発言。 
URL 

法律 

 

山口利昭法律事務所 

（IPO 支援・コンプライアンス等） 

日本コーポレート・ガバナンス・ネット

ワーク理事  

山口 利昭 ✕ 

自身のブログにて、「中小の監査法人の監査実務を近くでみている者としては、・・・ この際、同時期に四半期報告制度は廃止してはいかがでし

ょうか。監査法人には限られた資源しかありません。これから始まる監査報告書改革には物的・人的資源が必要なので、四半期報告書制度を

廃止することによる資源を、企業も監査法人も、そちらに振り向けることには、それなりの合理性があると思います。四半期報告制度が（かならず

URL 

http://tesmmi.hatenablog.com/entry/2018/08/20/185637
http://tesmmi.hatenablog.com/entry/2018/08/20/185637
https://ameblo.jp/minoru-cpa/entry-12363193607.html
https://ameblo.jp/minoru-cpa/entry-12363193607.html
http://kaijii.pepper.jp/2018/08/18/%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E6%B1%BA%E7%AE%97%E3%81%8C%E5%BB%83%E6%AD%A2%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%EF%BC%9F%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97%E5%A4%A7%E7%B5%B1%E9%A0%98%E3%81%8C%E6%97%A5%E6%9C%AC/
http://kaijii.pepper.jp/2018/08/18/%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E6%B1%BA%E7%AE%97%E3%81%8C%E5%BB%83%E6%AD%A2%E3%81%95%E3%82%8C%E3%82%8B%EF%BC%9F%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%97%E5%A4%A7%E7%B5%B1%E9%A0%98%E3%81%8C%E6%97%A5%E6%9C%AC/
https://newspicks.com/news/3392751?ref=search&ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref_t=top
https://newspicks.com/news/3392751?ref=search&ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref_t=top
https://newspicks.com/news/3392751?ref=search&ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref_t=top
https://newspicks.com/news/3392751?ref=search&ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref_t=top
https://newspicks.com/news/3392751?ref=search&ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref_t=top
https://newspicks.com/news/3392751?ref=search&ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref_t=top
https://newspicks.com/news/407414?ref=search&ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref_t=top
https://newspicks.com/news/407414?ref=search&ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref_t=top
https://newspicks.com/news/3253558?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_100772&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/3253558?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_100772&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/2302168?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_242375&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/2302168?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_242375&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/3423951?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_981885&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/3423951?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_981885&ref_t=comment
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO43022850Y9A320C1SHE000/
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO43022850Y9A320C1SHE000/
https://ameblo.jp/hslinkaccountant/entry-12428883935.html
https://ameblo.jp/hslinkaccountant/entry-12428883935.html
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2018/09/post-e13a.html
http://yamaguchi-law-office.way-nifty.com/weblog/2018/09/post-e13a.html
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しも不正防止という趣旨とは直結しない）重要なインフラであることを承知のうえで、監査に要する資源には限りがあるという現実を見据えながら、

あえて提言してみたいところです」。 

規制監督者 

＜海外＞ 

 

 

 

証 券 監 督

者 国 際 機

構（IOSCO） 

 

 

 

Financial Reporting Council (FRC) - - 
ＥＵ加盟国では、2013 年に発表されたＥＵダイレクティブで、四半期報告書の提出を義務ではなく任意化することが求められた。英国でもそれに

従い、四半期報告書の提出は任意となった 
URL 

政治家・弁護士 
ヒラリー・ 

クリントン 
✕ 

「四半期資本主義」と命名して、会社経営者が投資家の期待をミートするために四半期ごとの利益操作をして、本当に必要な長期投資など望ま

れている経営のスタイルを忘れていると講演。これは経営者が長期的に利益率を上げる５－10 年の戦略をとろうとすれば、マーケットがその経

営者を「（殺し）つぶし」にかかるというストーリーを多く聞くからだという。 

MED 

米ＳＥＣ 

委員長 
ジェイ・クレイトン △ 

「我々は企業や投資家が長期目線で物事を考える必要性を認識している」と述べ、しかし、「ＳＥＣは投資家の不利益につながらない形で、企業

の開示負担を減らす方策を考えている」とし現行の四半期の開示回数などの是非を公募により意見を集めている。 
URL 

米ＳＥＣ 元委員長 ハーベイ・ピット △ 
2002 年当時、「企業は定期的な情報開示で満足してはならず、現状がどうなっているかについてリアルタイムで投資家に説明しなければならな

い」（２００２年の議会証言） 
URL 

金融庁 

経産省 

財務省 

金融庁 元企業開示参事官 池田 唯一 ・ 2000 年代初め、四半期開示制度を本格導入した当時の制度推進者。現在の見方は不明。  

金融庁 元企画市場局長 三井 秀範 〇 
ロイターのレポートによると「半年の開示で日本の企業が投資対象として魅力的だと思ってもらえるのか」と話し、日本で四半期決算を取りやめれ

ば、海外の長期投資家の日本株離れにつながると懸念を示した、とのこと。 
URL 

経産省 元企業会計室長 平塚 敦之 ✕ 
アライアンスフォーラム会議で「【日本の政策の方向性】・・・・短期思考を排除する(四半期開示、内部統制など欧米規制のねじれた導入を見直

す)」と主張。元経産省ものづくり政策審議室長として、日本のモノづくりの質の確保のために四半期開示制度がそぐわないとの考え。 
URL 

     

大阪証券取引所 

代表取締役社長 
山道 裕己 △ 

期末後 30 日以内としている上場企業の四半期決算の開示期限の目安を廃止していることから、四半期による短期的な情報開示は企業にとっ

て大きな負担となっていると判断している可能性。 
URL 

証 券 取 引

所 

 

株式会社東京証券取引所 

代表取締役社長 
宮原 幸一郎 △ 大阪証券取引所と同様に開示期限の目安を廃止していることから、四半期開示は企業にとっては負担が大きいと考えている可能性。 URL 

株式会社日本取引所グループ 

取締役兼代表執行役グループ 

CEO  

清田 瞭 △ 

2016 年２月 23 日、は「執行役等の決定」及び「組織体制の見直し」に関しての記者会見の席で次のように発言。「記者： 金融審議会のディス

クロージャーワーキング・グループで、東証は決算短信の見直しを提案されていますが、この狙いについてお聞かせください。// 清田: 先週、東

証は金融庁の要請もあって、ディスクロージャーワーキング・グループの中で決算短信の見直し案というのを提示させていただいておりますが、こ

れはあくまでたたき台ということで提示しています。これまでの議論の中で私どもが承知している限りは、金融審のディスクロージャーワーキング・グ

ループで討議されていた中で見ると、法定開示の四半期報告書が財務諸表を添付した確報であるのに対して、決算短信というのは速報であっ

て、法定開示ではなくて取引所規則でお願いしているもので、それなりのすみ分けがあるというご意見が多いように聞いておりました。ただ、現状

だと、有価証券報告書や四半期報告書と決算短信の内容に重複部分もいろいろあるので、少し整理したらどうかというご意見もあってですね、そ

れについて試案を出させていただいた。その中で様々なご意見があって、あまり簡素化されると、投資家サイドから見ると、それじゃ短信の意味が

ないというようなご意見もあるやに聞いていますし、一方において、あまり簡素化されなければ発行体である企業サイドから見ると、あまり負担の軽

減にならないなということで、まだご意見は収束していません。いろんなご意見をいただきながら、これから詰めていきたいというところでござい 

ます。ただ、重複する情報を排除して、そして効率化して投資家にも発行体にもいい姿というのは、求めているものが一致しない部分がありますの

で、調整をさせていただかないといけないことが多々出てきそうだというのが、今の私どもの感じ方です。あまり、私どもが出しゃばって、こうすべき

というような状況になっているわけではなく、私どもとしては、こんなことならいかがでしょうかということで案を出させていただいたということです。」 

 

日本証券業協会  ― 〇 少なくとも 2003 年、制度導入当時は、最も積極的なステークホールダーであった。  URL 

株式会社野村総合研究所 

主席研究員  

早稲田ビジネススクール 

客員教授 

大崎 貞和 

WG  
〇 

『金融市場』誌上で、「そもそも、四半期開示制度が投資家や経営者の短期志向を助長するという見解の根拠は薄い。・・・米国では現行の四半

期開示制度が約 50 年にわたって存続してきたが、その間の米国経済の飛躍的な成長と発展を見れば、米国企業が常に短期的な経営姿勢を

とってきたとは到底考えられないであろう ・・・制度の改廃はそれに伴うコストと効果を勘案しながら慎重に行われるべきであり、根拠薄弱な議論

に流されてはならない」とコメント。日経新聞や平成 16 年（2004 年）４月号（第 42 巻第４号） 証券アナリストジャーナルも参照。 

URL 

https://www.frc.org.uk/contact-us
https://www.frc.org.uk/contact-us
https://www.businessinsider.com/hillary-clinton-quarterly-capitalism-2016-4
https://www.businessinsider.com/hillary-clinton-quarterly-capitalism-2016-4
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO39121330Z11C18A2000000/
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO39121330Z11C18A2000000/
https://jp.reuters.com/article/invu-fsa-disclosure-idJPKCN1LT1K0
https://jp.reuters.com/article/invu-fsa-disclosure-idJPKCN1LT1K0
https://www.env.go.jp/policy/env-disc/com/com01b.pdf
https://www.env.go.jp/policy/env-disc/com/com01b.pdf
https://t21.nikkei.co.jp/g3/ATCD017.do?keyPdf=20100519NKLLDBPI00011E%5CNKL%5C10%5C10%5C01%5C%5C156%5CY%5C%5C2010%2F0519%2F20100519NKLLDBPI00011E.pdf%5CPDF%5C20100519%5C1c5c68c1&analysisIdentifer=&analysisPrevActionId=CMNUF10
https://t21.nikkei.co.jp/g3/ATCD017.do?keyPdf=20100519NKLLDBPI00011E%5CNKL%5C10%5C10%5C01%5C%5C156%5CY%5C%5C2010%2F0519%2F20100519NKLLDBPI00011E.pdf%5CPDF%5C20100519%5C1c5c68c1&analysisIdentifer=&analysisPrevActionId=CMNUF10
https://t21.nikkei.co.jp/g3/ATCD017.do?keyPdf=20100519NKLLDBPI00011E%5CNKL%5C10%5C10%5C01%5C%5C156%5CY%5C%5C2010%2F0519%2F20100519NKLLDBPI00011E.pdf%5CPDF%5C20100519%5C1c5c68c1&analysisIdentifer=&analysisPrevActionId=CMNUF10
https://t21.nikkei.co.jp/g3/ATCD017.do?keyPdf=20100519NKLLDBPI00011E%5CNKL%5C10%5C10%5C01%5C%5C156%5CY%5C%5C2010%2F0519%2F20100519NKLLDBPI00011E.pdf%5CPDF%5C20100519%5C1c5c68c1&analysisIdentifer=&analysisPrevActionId=CMNUF10
http://www.jsda.or.jp/about/gaiyou/gyouhou/03/0309/files/0103.pdf
http://www.jsda.or.jp/about/gaiyou/gyouhou/03/0309/files/0103.pdf
https://www.nri.com/-/media/Corporate/jp/Files/PDF/knowledge/publication/kinyu_itf/2018/10/itf_201810_3.pdf?la=ja-JP&hash=514CA8007540A565C061E8FE9CFF608CBDE6FA5F
https://www.nri.com/-/media/Corporate/jp/Files/PDF/knowledge/publication/kinyu_itf/2018/10/itf_201810_3.pdf?la=ja-JP&hash=514CA8007540A565C061E8FE9CFF608CBDE6FA5F
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福留聡国際会計アドバイザリー株式

会社代表取締役、有限責任開花

監査法人パートナー 

福留 聡 ✕ 

「四半期開示制度とレビュー制度は緩和すべきだろう。過剰といわれる制度を見直し、事前規制的な考え方から企業の自主性を高める一方、

経営者には結果責任を厳しく問う。経営者が緊張感を持つには、罰則強化と規制緩和を組み合わせた形で現行制度の再検討が不可欠だ」とコ

メント。 

BLG 

シンクタンク

及びコンサ

ルティング 

シンクタンク 

株式会社ニッセイ基礎研究所チー

フ株式ストラテシズト 
井出 真吾 〇 投資指標として四半期を利用 URL 

株式会社大和総研 

顧問 エコノミスト 
岡野 進 △ 

日本を多くの大企業が新規投資のための資金を株式市場からの資金調達に頼らず自己金融ができてしまうようになっている市場ととらえ、資本

市場が、企業の投資資金調達を通じた市場による資金配分機能を果たせないものへと変化したとしている 
URL 

一般財団法人アライアンスフォーラ

ム財団 理事 

公益資本主義研究部門長 

丹治 幹雄 ✕ 2017 ワールド・アライアンス・フォーラム東京円卓会議で原丈人氏と共同で四半期開示制度廃止に向けた運動を展開 URL 

株式会社大和総研 

金融調査部 主任研究員 
鈴木 裕 △ 

2018 年８月にトランプ大統領は、上場企業の四半期開示義務を見直す方針を示した件に関して、「四半期の実績である経営結果の開示に関

しては、これを維持し、四半期利益ガイダンスは廃止すべきという意見の持ち主にとっては、トランプ大統領の考え方（即ち四半期開示自体を廃

止する案）に賛同できないでしょう。四半期の経営結果の情報はすでに広く利用されており、廃止することによる影響は大きいのではないでしょう

か」とコメント。 

URL 

URL  

元株式会社クレアン CSV コンサル

タント 
水上 武彦 △ 

新たな視点を提案自身のブログ（2016 年 10 月「ネスレが次期ＣＥＯに引き継ぐもの」）でネスレの事例を紹介し、四半期開示義務のない新し

い市場を作ること等を検討することを提案 
URL 

株式会社アドバンテッジパートナー

ズ パートナー 
市川 雄介 ✕ 

Newspicks にて、「短期業績へのプレッシャーと決算工数を増やす四半期決算の開示を止めて、定性的に掘り下げた記述を拡充する方が良

い。」とコメント。 
URL 

M&A イノベーション・コンサルティン

グ 代表,  

前日産自動車株式会社 M&A 支

援部 理事 

四方 藤治 〇 
Newspicks にて、「ＳＥＣ、四半期開示義務の軽減に関し意見公募検討」という記事に対し、「決算などの重要事項は本来日々開示であり、適時

開示とはそのことを意味している。」とコメント。 
URL 

コンサルテ

ィ ン グ 会

社 ・ コ ン サ

ルタント 

YF 経営コンサルティング/代表 福田 幸俊 ✕ 「四半期決算対応にどれだけ手間がかかっているか。１円も儲からないのに。無くなって困るのは短期投資家だけではありませんか。」とコメント。 URL 

経営コンサルタント、ビジネス•ブレ

ークスルー代表取締役 
大前 研一 △ 

『週刊ポスト』2018 年 10 月 12 日・19 日号 「企業の「四半期決算」の問題点をどう解決するか、大前研一氏が解説」で、経団連等の主張等

を認め「それらはすべて正論ではあるが」としたうえで、「この問題はもっと別の方法で解決可能である」とする。「今や企業会計は、そろばんと紙を

使っていた時代と異なり、コンピューターやＡＩ（人工知能）を活用することによって売上や在庫などのデータをリアルタイムで把握できるようになっ

ている。// たとえば、世界 200 か国近くで事業展開しているあるグローバル企業の場合、デイリー（日次）まではいかないが、ウイークリー（週次）

のデータを本社が掌握できるシステムを構築している。マンスリー（月次）で払っている給料などをデイリーやウイークリーに直すのは簡単だ。多国

籍企業には為替の問題があるが、それもデイリーやウイークリーで締めるように会計基準を変更すればクリアできる。仕掛け上、デイリーやウイーク

リーの数字を出すことは、さほど難しくないのである。// 実際、すでに大半の上場企業の経営陣は、マンスリーで数字を見ているはずだ。それを

社員に公開している会社もある。そういう会社の四半期決算は、単にマンスリーの数字を 3 か月分足し、監査事務所の監査を受けて取引所に提

出すれば済むわけだ。株価などのことを考えて余計な操作をしなければ、投資家に対してもマンスリーで情報を提供することは不可能ではないの

である」と解説。 

URL 

公益資本主義推進協議会 

株式会社 フォーバル常務取締役 
寺田 耕治 △ 

『経済のウェルビーイングを追求する公益資本主義』という小論文の中で、「四半期報告書 // 株主から見れば上場企業の成果は常に細かく

見ておきたい．更に何かあったら「すぐ売りたい」又は「すぐ買い増しをしたい」と考えている．このニーズを満たすものとして，四半期報告書の提出

義務が金融商品取引法に定められている．四半期決算短信というものもあるが，これは証券取引所の規定によりダイジェスト版のように扱われて

いる類似の報告である．そもそも季節性のある事業や中長期的なスパンの事業は，本当に全て四半期毎にＰＬ（損益計算書），BS（貸借対照

表），ＣＦ（キャッシュフロー計算書）を事細かく開示する必要があるのか．株主への責任として，適時開示が必要な重大な変更等については一

刻も早く開示する必要があるが，株主総会で説明した計画が予定通り進んでいる企業が膨大な労力とコストをかけて四半期毎にこの作業を行う

必要があるとは考えにくい．この制度には，国内のみならず国外からも多く疑問の声が発せられるようになり徐々に変更が加えられている．しか

し，短期の投資家からは反対意見も多い」と記述。 

URL 

メディア 

https://ameblo.jp/satoshifukudome/entry-12421841249.html
https://ameblo.jp/satoshifukudome/entry-12421841249.html
http://bizboard.nikkeibp.co.jp.ez.wul.waseda.ac.jp/houjin/cgi-bin/nsearch/md_pdf.pl/0000426384.pdf?NEWS_ID=0000426384&CONTENTS=1&bt=MON&SYSTEM_ID=HO
http://bizboard.nikkeibp.co.jp.ez.wul.waseda.ac.jp/houjin/cgi-bin/nsearch/md_pdf.pl/0000426384.pdf?NEWS_ID=0000426384&CONTENTS=1&bt=MON&SYSTEM_ID=HO
https://www.dir.co.jp/report/column/120913.html
https://www.dir.co.jp/report/column/120913.html
http://www.allianceforum.org/_wp/wp-content/uploads/2017/10/515c71866057c1e2edb2e449adae71cd.pdf
http://www.allianceforum.org/_wp/wp-content/uploads/2017/10/515c71866057c1e2edb2e449adae71cd.pdf
https://www.dir.co.jp/report/research/introduction/financial/investment/20181210_020500.pdf
https://www.dir.co.jp/publicity/magazine/m09hnc00000026ni-att/15102001.pdf
http://www.cre-en.jp/mizukami-blog/?p=2618
http://www.cre-en.jp/mizukami-blog/?p=2618
https://newspicks.com/news/3559918?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_778008&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/3559918?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_778008&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/3392751?ref=search&ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref_t=top
https://newspicks.com/news/3392751?ref=search&ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref_t=top
https://newspicks.com/news/1657908?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_100438&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/1657908?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_100438&ref_t=comment
https://www.moneypost.jp/328065
https://www.moneypost.jp/328065
https://www.jstage.jst.go.jp/pub/pdfpreview/serviceology/5/4_5_16.jpg
https://www.jstage.jst.go.jp/pub/pdfpreview/serviceology/5/4_5_16.jpg
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日本経済新聞 証券部 川上 穣 △ 
「減る企業情報、惑う市場一段の開示後退も」というタイトルの下、「減りゆく企業情報」によって、市場の本来の価格発見機能が損なわれること

はないのか。情報開示の後退がもたらす衝撃を、投資家も市場もまだ計り切れていない」とまとめる。 
URL 

日本経済新聞 証券部次長 川崎 健 △ 

「短期売買制限論の弊害 市場の流動性損なう恐れ」というタイトルの下、「市場の短期志向は中長期的な企業価値向上の妨げになる。・・・政

府の審議会や研究会の報告書を見ると、市場を席巻する短期売買を排除すべき悪者とみなす議論が盛んだ。政府の主張に経営者の一角も

同調。短期志向を増長するだけとして四半期決算制度の見直しを主張する勢力も存在する。・・・だがいくら企業が「短期情報」を手元に隠そうと

も、市場は先を行く。・・・決算結果とＡＩ予想値の乖離（かいり）は平均３％以下。かたやアナリストの予想平均は５％以上離れていたという。まだ

試作版だが、すでに一部顧客にデータを提供し、投資判断に活用するファンドも出始めているという。・・・米欧ではこうしたＡＩモデルをもとに売買

するのが一般的になりつつある。市場の技術革新は止められない。・・・流動性は一度なくなればなかなか戻らない」と記述。 

URL 

日経ビジネス編集委員 

元日本経済新聞編集委員 
金田 信一郎 ✕ 

日経ビジネス 2018 年８月６日号にて『四半期決算が会社をダメにする』とのタイトルの下「上場企業の四半期決算が連日、発表されている。しか

し、どれだけの人が注目しているのだろうか。その裏で経営トップから社員まで、組織全体に膨大な不可とストレスがかかっている」「利益ねつ造を

誘発」など、強い調子で四半期開示制度を批判。 

URL 

経済ジャーナリスト 筈井 利人 △ 
『短期利益志向と株主優先主義が企業を滅ぼす、はデタラメである 真犯人とは？』といＷｅｂ上の記事で、ヒラリークリントンの「四半期資本主

義」には根拠がないとしている。 
URL 

ジャーナリスト 

『週刊エコノミスト』等 
岩田 太郎 △ 

「（四半期開示見直しは）基本的にはよい方向。だが、四半期発表を半期にしたところで、投資家の経営陣に対する収益性向上の圧力そのもの

が変わるわけではない。結局、投資家の無理で理不尽な要求が、持続的でないコストカットなどの誤った経営判断や、不正や腐敗を生んでいる

のであって、問題にするなら投資家至上主義を検証すべきだろう。経営と資本を分離し、社会や従業員への義務が制度化されれば、健全さが

生まれる。四半期発表自体は悪いものではなく、おかしな事象の発覚を早め、経営に適度の緊張感をもたらすと思うので、そのままでよいと思

う。 

URL 

NewsPicks チーフディレクター 

元 経済番組ディレクター 
安岡 大輔 ✕ 

トランプ大統領が四半期から半年に延ばすよう検討を要請したことに対し、「難しいところですが賛成。先日のマスク氏の tweet も物議はかもした

けど、近視眼的に業績を追わなくてならない状況が行き過ぎるとしんどいし」とコメント。 
URL 

Forbes JAPAN 副編集長 谷本 有香 ✕ 

「米ウェルズ・ファーゴ：5,300 名の行員を解雇処分、不正口座の開設に関与」という記事に対し、「四半期決算の開示による、株主や市場の反

応に戦々恐々となっている、その状況が変わらない限り、こういうことは繰り返されていくのだろう。それは、反射的に数字でしか反応できなくなっ

た市場を見ている者たちの責任でもある」とコメント。 

URL 

経済記事ブロガー 鹿毛 秀彦 〇 

「例えば決算発表を３年に１度にして、それで短期志向の投資家が激減したとしても、望ましい方向に行っていると思う人はまれだろう。企業の負

担との兼ね合いではあるが、開示情報は充実している方が基本的には好ましい。個人的には、長期のスタンスで投資するにしても、四半期決算

はもちろん、もっと短い期間の財務情報も開示してほしい」。 // 「長期投資＝好ましい」「短期投資＝好ましくない」との文脈で語られることは多

い。そして、こうした価値判断にはあまり意味がない。もちろん、株式を発行する企業からすれば、長期投資家を歓迎するのは理解できる。一方、

投資家側から見ても「短期売買は手数料負担が膨らみやすいので、長期投資に負けやすい」といった点から論じるのであれば意義はある。しか

し、株式市場全体（あるいは社会全体）にとっての有益性という観点からは、短期投資を目の敵にする理由はないと思える。 市場参加者が長期

投資家ばかりになれば、市場の流動性は大幅に損なわれるはずだ。短期であれ長期であれ、様々な投資家が多様な思惑を持って取引に参加

するから市場は適正に機能してくれる。投資のスタンスが短期か長期かも、それぞれ投資家が自分で判断すべきことであり、全体を一定の方向

に誘導しようとする考えには賛同できない。」とコメント 

BLG 

Wall Street Journal  

市場担当シニアコラムニスト 

ジェイムズ・ 

マッキントッシュ 
〇  2018 年 5 月「投資家の短期志向、批判は見当違い - 四半期資本主義が経済を損なうことを示す証拠はない」という記事を掲載。 URL 

＜海外＞ 

Wall Street Journal 

Norton Rose Fulbright 記者 

ポール 

・アミラ―ト 
✕ 

四半期開示を廃止すれば、企業が短期主義に陥るのを防ぐことができると同時にコンプライアンスに対する負担を軽くでき、また長期的な投資

志向へと転換できると予想。また、カナダの新聞であるため、日本が四半期会計基準の採用に当たり参考にしているカナダ基準と何かつながりが

あると予想 

URL 

The Straits Times （Singapore） 

Business Editor 

リー・スー・ 

シアン 
✕ 

シンガポールで四半期開示改廃が話題になった 2016 年２月 Quarterly reporting losing its shine というタイトルで、四半期開示制度のデメリ

ットを強調。 
MED 

大学研究者 教授 経済評論家 

学者 専修大学 経済学部 准教授 小川 健 △ 
「データは四半期どころか週次・・（研究者の立場からは）・・・本来は日次も月次も含めて・・・データが欲しいのは事実で、その意味では半年に開

示スパンがなろうが細かなデータは(研究で使える程度には)継続的に開示の義務が大事」「但し私から言わせれば、最も重要な点はその意味を
URL 

https://www.nikkei.com/article/DGXLASGD16H6S_W7A610C1EN1000/
https://www.nikkei.com/article/DGXLASGD16H6S_W7A610C1EN1000/
https://www.nikkei.com/article/DGXLASGD14H9F_U7A210C1EN1000/
https://www.nikkei.com/article/DGXLASGD14H9F_U7A210C1EN1000/
http://bizboard.nikkeibp.co.jp.ez.wul.waseda.ac.jp/houjin/cgi-bin/nsearch/md_pdf.pl/0000428161.pdf?NEWS_ID=0000428161&CONTENTS=1&bt=NB&SYSTEM_ID=HO
http://bizboard.nikkeibp.co.jp.ez.wul.waseda.ac.jp/houjin/cgi-bin/nsearch/md_pdf.pl/0000428161.pdf?NEWS_ID=0000428161&CONTENTS=1&bt=NB&SYSTEM_ID=HO
https://news.goo.ne.jp/article/bizjournal/business/bizjournal-bj-15603.html
https://news.goo.ne.jp/article/bizjournal/business/bizjournal-bj-15603.html
https://newspicks.com/news/3252966?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_848263&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/3252966?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_848263&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/3252966?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_848263&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/3252966?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_848263&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/1768699?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_1358902&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/1768699?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_1358902&ref_t=comment
http://kagehidehiko.blogspot.com/2015/10/
http://kagehidehiko.blogspot.com/2015/10/
https://jp.wsj.com/articles/SB11564419389268263594104584217071144247530
https://jp.wsj.com/articles/SB11564419389268263594104584217071144247530
https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/850a7ca1/its-time-to-end-quarterly-reporting
https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/850a7ca1/its-time-to-end-quarterly-reporting
https://www.straitstimes.com/opinion/quarterly-reporting-losing-its-shine
https://www.straitstimes.com/opinion/quarterly-reporting-losing-its-shine
https://newspicks.com/news/3252966
https://newspicks.com/news/3252966
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分かりやすくすることである。・・・データの早めの開示の後に解説が欲しい所で、時期を遅らせてでも良いのでその解説開示義務はあるとよい。そ

のためには半年など纏めた方が有り難いと言える」とコメント 

一橋大学経営管理研究科 

特任教授 
伊藤 邦雄 △ 

〜四半期報告、〜要するに、現行の財務情報はその有用性が劣化している恐れがある一方で、その劣化の原因を充分に特定せずに、企業が

強制的ないし自発的に開示する情報量が拡大の一途をたどっているのである。つまり企業や市場はますます複雑化する現実に直面し、かつい

かなる経済状況が起こるのかを予測し、それに備えることがますます困難になっているとの趣旨の記述あり。また 『企業会計』 「会計の再生に

向けて②四半期開示制度のインセンティブ」においては、明確に幾つかの懸念を表明し、慎重に見直すことを主張。 

URL 

一橋大学経営管理研究科准教授 加賀谷 哲之 △ 「四半期財務報告制度導入・廃止の論理とその影響」『會計』2018, Vol. 194(3) pp.306-320. URL 

LSE（ロンドン・スクール・オブ・エコノ

ミクス） 
ジョン・ケイ ✕ 2012 年の 『ケイ・レビュー』 の中で、四半期開示制度をはじめとするショートターミズムを醸成するような規制規則を批判 URL 

岡山商科大学経営学部教授 長田 貴仁 ✕ 

現在、株式投資の中心である個人投資家は経営のど素人。そんな何もわかっていない株主が四半期ごとに目に見える成果を求めてくる。これで

はどっしり構えた経営などやってられません。〜四半期決算が日本で導入されて 15 年になりますが、短期の成果に追われる経営スタイルは、日

本企業にはそぐわなかった」とコメント。 

URL 

一橋大学准教授 西野 和美 ✕ 

『オープンイノベーションの壁「経営透明化」の副作用が壁』という記事の中で「・・・株主保護の観点から必要なことではあるが、この副作用が（オ

ープンイノベーションや技術革新には）が実はやっかいだ」とする。「経営の透明化のため、企業は四半期ごとに決算を発表し ・・・この傾向は、

過去の実績を透明化するだけでなく将来的に取り組む新規事業についても決して例外ではない。その際に悩ましいのは、企業の中に蓄積されて

いる技術やアイディアの持つ可能性が、お金に換算したり数値化しにくいこと。つまり透明化が困難なのだ。経営の透明化が求められれば求めら

れるほど、数字で前向きに説明できないものは、それだけで懸念や批判の対象になる。そして企業はそうした、説明責任を果たせないものを避け

ようとする」と記述。 

URL 

一橋大学ＩＣＳ教授 野間 幹晴 △ 

『四半期決算の開示見直し、経産省が提言へ』という記事に対して、「僕もこの（経産省の）会議のメンバーで、本日の夕方も開催された。まず、

金商法上の四半期報告書と四半期決算短信という２種類の報告書があることを指摘したい。そして、２種類の報告書が、投資家と企業の双方

に有用ではない可能性がある。そして、より重要なのは、原田さんも指摘するように、制度そのものではなく、制度の「意図せざる結果」として投資

家のショートターミズムを誘発している点が問題」とコメント。 

URL 

神戸大学名誉教授 

甲南大学 特別客員教授 
加護野 忠男 ✕ 

 『日本企業の競争力を奪った統治改革の失敗 経営はだれのものか-イノベーションを潰す悪しき利益志向経営』(日経 BizGate)という記事の

中で次のように記載。「投資計画の承認に当たって利益率を最も重要な判断基準とすることから、もう一つの問題が起こる。利益率の予測が難

しい新規案件は提案されなくなる。やってみないとわからないというようなリスクのあるプロジェクトは最初から評価対象としてあがってこない。利益

率を予測しやすい既存の事業の延長上で考えることのできる案件ばかりになってしまう。しばらくは利益率が低いが、将来的には利益率の上昇が

期待されるような案件は提案されなくなる。このような傾向は、四半期決算制度が導入されてからとくに顕著になってきたように思える。//ちなみ

に 1980 年代に米国企業が競争力を失ったときに、その最大の原因だといわれたのは四半期決算制度であった。四半期ごとに公表される業績

をよくするには、すぐに効果の出る投資が優先されてしまって、長期的にしか効果が出ない抜本的対策はとられなくなるからである。この四半期

決算制度が日本にも導入されてしまった。欧州では、四半期決算制度は導入されていない。日本の市場管理者は欧州の見識を見習うべきだっ

た。」 

URL 

東京理科大学 大学院 経営学研

究科 教授、元アナリスト、ファンドマ

ネージャー 

若林 秀樹 △ 
「四半期の決算開示が短期志向の根源なので辞めればいい」「四半期決算は、短期志向を助長し、企業の負担は大きい。ただ、その代わり、部

品や装置では、四半期での受注などを開示、また、中長期の理解を進めるような開示を充実してほしい」とコメント。 
URL 

立教大学大学院２１世紀社会デザ

イン研究科 特任教授、経営コンサ

ルタント 

梅本 龍夫 ✕ 

グーグルやアップルを日本が生むには 元ミクシィ社長との記事に対し次のようにコメント。「ＰＬ脳の人って目先のＰＬを良くすることがルールだと

思っているけど、それは違う。企業価値を最大化することがルールですよってことを知らない経営者もいる。世の中のビジネスパーソンもみんなそ

うなんじゃないか・・・ ＰＬ重視経営の最たるものが四半期開示。株式会社は企業価値の最大化をすることが命題だが、そのプロセスチェックを

確実にしたい株式市場が求める四半期開示によって、逆説的に、企業価値を最大化する活動への集中を阻害し、目先の利益を最優先するよ

うになる。日本企業はかつては、「①売上と市場占有率優先 ②長期的利益を志向」と言われた。イノベイティブであったかどうかはともかく、長期

的に利益を出し繁栄していく基盤を作ることに意識が向いていた。それが今日の社会を作り上げたが、国家も企業も個人も、目先の利益を優先

すると、未来は縮退していく。」とコメント。 

MED 

https://dcl-toyokeizai-net.ez.wul.waseda.ac.jp/ap/getImg/downLoadPDF?url=DCL010500/2012061100/PDF/20120611HTB003.pdf&contentsno=20120611HTB003
https://dcl-toyokeizai-net.ez.wul.waseda.ac.jp/ap/getImg/downLoadPDF?url=DCL010500/2012061100/PDF/20120611HTB003.pdf&contentsno=20120611HTB003
https://dcl-toyokeizai-net.ez.wul.waseda.ac.jp/ap/getImg/downLoadPDF?url=DCL010500/2012061100/PDF/20120611HTB003.pdf&contentsno=20120611HTB003
https://dcl-toyokeizai-net.ez.wul.waseda.ac.jp/ap/getImg/downLoadPDF?url=DCL010500/2012061100/PDF/20120611HTB003.pdf&contentsno=20120611HTB003
https://dcl-toyokeizai-net.ez.wul.waseda.ac.jp/ap/getImg/downLoadPDF?url=DCL010500/2012061100/PDF/20120611HTB003.pdf&contentsno=20120611HTB003
https://dcl-toyokeizai-net.ez.wul.waseda.ac.jp/ap/getImg/downLoadPDF?url=DCL010500/2012061100/PDF/20120611HTB003.pdf&contentsno=20120611HTB003
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/235830
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/235830
http://bizboard.nikkeibp.co.jp.ez.wul.waseda.ac.jp/houjin/cgi-bin/nsearch/md_pdf.pl/0000429860.pdf?NEWS_ID=0000429860&CONTENTS=1&bt=NB&SYSTEM_ID=HO
http://bizboard.nikkeibp.co.jp.ez.wul.waseda.ac.jp/houjin/cgi-bin/nsearch/md_pdf.pl/0000429860.pdf?NEWS_ID=0000429860&CONTENTS=1&bt=NB&SYSTEM_ID=HO
https://newspicks.com/news/407414?ref=search&ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref_t=top
https://newspicks.com/news/407414?ref=search&ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref_t=top
https://bizgate.nikkei.co.jp/article/DGXMZO3115446030052018000000?page=2
https://bizgate.nikkei.co.jp/article/DGXMZO3115446030052018000000?page=2
https://newspicks.com/news/1217569?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_848263&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/1217569?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_848263&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/3234830?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_1079211&ref_t=comment
https://newspicks.com/news/3234830?ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref=search_1079211&ref_t=comment
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多摩大学大学院 特任教授、森ヒ

ル取締役専務執行役員 CFO 
堀内 勉 △ 

2015 年当時 英大手保険会社、四半期報告を廃止とのニュースに関連して、「業種によって報告書提出のインターバルを変えてもらいたいで

す。例えば、大規模開発をやっているデベロッパーの場合には、１年に一回で十分だと思いますし、ＩＴ系だと今のまま四半期で良いと思います」と

コメント。 

MED 

北海道情報大学 経営情報学部 

先端経営学科 准教授 
松本 紗矢子 △ 

論文「わが国企業の四半期財務情報 と株価の実証的関連性 - 四半期進捗率の分析」の中で、「本稿は､わが国企業の 2003 年度～2009

年度を分析対象 として､四半期期待外利益率 と四半期進捗率を累計ベースと単独ベースで計測 し､それらと四半期決算公表日前後におけ

る日次単位の株価変化 との関連性を実証分析 した｡分析の結果､単独ベースの四半期財務情報を用いた場合､第１四半期～第４四半期の

すべてにおいて､①四半期期待外利益率と株価変化のあいだにはプラスの関係がある､②四半期期待外進捗率と株価変化のあいだにはプラス

の関係がある､③四半期期待外利益率 と四半期期待外進捗率は他方を所与 としても株価変化を追加的に説明するプラスの情報内容を有す

る､④四半期期待外利益率 と四半期期待外進捗率は､株式市場において相互に勘案されて評価されている､という仮説 と首尾一貫する証拠

が得 られた｡四半期進捗率の追加的な情報内容を証拠付けた点が､本稿の１つの貢献である｡一方､累計ベースの四半期財務情報を用いた場

合､第１四半期～第３四半期は単独ベースと同様の結果が得られたが､第４四半期の四半期期待外利益率は非有意に推定された｡改正された 

｢四半期財務諸表に関する会計基準｣によると､今後､損益計算書等の四半期財務情報は､原則､累計ベースでの開示となるが､累計ベースを引

き算 して算出できる単独ベースでの把握も重要といえる」などを結論。 

URL 

神戸大学大学院経営学研究科博

士 
音川 和久 △ 

論文「四半期財務報告と出来高反応」において、四半期開示制度が強制される前に四半期開示を実施していた企業の実証分析を通じて、四

半期開示情報の有用性に関する予備的な証拠を提供。 
URL 

早稲田大学 
黒沼 悦郎 

WG 
〇 

四半期開示により、より適切なタイミングで情報を開示でき、一般投資家と機関投資家の情報格差の解消に貢献でき、また情報の質も向上する

とする。「上場制度整備懇談会ディスクロージャー部会報告 ― 四半期決算に係る適時開示、国際会計基準（ＩＦＲＳ）の任意適用を踏まえた上

場諸制度のあり方について ―」（平成 22 年３月 24 日東京証券取引所、上場制度整備懇談会、ディスクロージャー部会）の座長 

URL 

URL 

一橋大学大学院経営管理研究科

特任教授 // アナリストランキング

上位 

藤田 勉 ✕ 

記事「エコノミストリポート 決算・財務 投資家情報 強まる義務、増える企業負担 四半期開示の強制は不要」において「開示規制が過度になる

と、上場企業の負担が高まり、その結果、健全な資本市場の発展を妨げることが考えられる」と述べ、具体的な対応策として、選択制にかえ、情

報の簡素化が必要と考えている。また、四半期開示制度により、企業の短期的思考が助長されるとは考えていないとコメント。 

MED 

経済評論家 

エリーパワー株式会社顧問 
辛坊 正記 △ 

「ＳＥＣ、四半期開示義務の軽減に関し意見公募検討」という記事に対し、「システム化が進んだ昨今、事務負担という点ではたとえ月次でも決

算を締めることは可能でしょうが、３ヵ月単位で経営成果の説明材料を作るコストは決して低くないような気がします。重要な変化の事実が別途

適時適切に開示されるなら、決算の開示は半年単位にしてもいいんじゃないのかな」とコメント 

URL 

経済評論家、作家、 

経世論研究所代表取締役社長 
三橋 貴明 ✕ 

「トランプ大統領が、企業の「四半期決算」の廃止案を検討するよう指示したとの報道が流れています。四半期決算とは、まさに企業にとっての

「プライマリーバランス」でございます。しかも、期間は一年ではなく３か月。企業経営者は、株主から「３か月ごとの利益」を出すことを求められま

す。しかも、ひどい話ですが、経営者もストックオプションで、株主と同じ立場にいるのです。３か月という短期の利益を求められた企業がやること

は、当然ながら人員削減、人件費のカット。人材投資、設備投資、技術投資、何それ？ すぐ儲かるの？ ３か月で結果出る？「出るわけないだ

ろ！！！」 という話なのですが、人材、設備、技術を疎かにし、短期の人員削減で「利益」を拡大することができた企業の株価は上がり、株主は

もちろん経営者も（ストックオプション行使で）「自己利益最大化」を達成。代わりに、従業員、そして未来が犠牲にされるというわけでございます。

四半期決算がある限り、企業の視点は短期的にならざるを得ません。結果的に、企業の投資（人材投資含め）が減り、未来の可能性が摘まれ

る。四半期決算は、人類の文明を退化させていると確信しています。」 

BLG 

日本経済新聞 2018/７/11 付大

機小機 
猪突 ✕ 

2018 年７月の記事。『四半期決算の弊害』という記事で「このところ製造業の現場では、四半期決算に否定的な見方が強まっている。四半期つ

まり３カ月というのは、業績改善の目標期間としては短すぎるし、市場環境変化を検知するには長すぎる中途半端な期間だからである。季節変

動の大きな業種では、四半期の数字は前後の四半期と比較しづらいという問題もある。四半期決算が短期志向を助長する問題は、1980 年代

に米国で四半期決算が広まった時にも認識されていた。特に問題となったのは、きっちりと数字で結果が出る短期の業績目標ばかりが重視さ

れ、中長期の戦略的課題が忘れられてしまう問題であった。業績連動報酬制度が短期志向をさらに助長してしまった。日本でも同じことが起こ

る可能性がある。それどころかもっと深刻な病状がみられる。短期業績の測定期間があまりにも短いと、打ち手がなく業績目標の達成意欲をそい

でしまうという問題である」などとする。 

MED 

     

https://newspicks.com/news/1296294/
https://newspicks.com/news/1296294/
http://dlisv03.media.osaka-cu.ac.jp/contents/osakacu/kiyo/DBa0620205.pdf
http://dlisv03.media.osaka-cu.ac.jp/contents/osakacu/kiyo/DBa0620205.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/41080796.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/41080796.pdf
https://t21.nikkei.co.jp/g3/ATCD017.do?keyPdf=20181030NKMTCR90069531%5CNKM%5C6%5C6%5C001%5C%5C1638%5CY%5C%5C2018%2F1030%2F20181030NKMTCR90069531.pdf%5CPDF%5C20181030%5C7e2b1dad&analysisIdentifer=&analysisPrevActionId=CMNUF10
https://www.jpx.co.jp/equities/improvements/general/tvdivq0000004x31-att/bukai_houkoku.pdf
https://www.jpx.co.jp/equities/improvements/general/tvdivq0000004x31-att/bukai_houkoku.pdf
https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20181023/se1/00m/020/047000c
https://weekly-economist.mainichi.jp/articles/20181023/se1/00m/020/047000c
https://newspicks.com/news/3392751?ref=search&ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref_t=top
https://newspicks.com/news/3392751?ref=search&ref_q=%E5%9B%9B%E5%8D%8A%E6%9C%9F%E9%96%8B%E7%A4%BA&ref_t=top
https://ameblo.jp/takaakimitsuhashi/entry-12399314436.html
https://ameblo.jp/takaakimitsuhashi/entry-12399314436.html
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO32843740Q8A710C1EN2000/
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO32843740Q8A710C1EN2000/
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図表 5の作成プロセスは節 2.2.1.を参照されたい。ここに示されたコメントは

言論圧力の低い環境で自由にセンチメントや意見を発しているという意味で重

要なデータである。ただし組織や社会的な圧力がない分、無思慮であったり、論

理や議論の詳細が不明であったりするため、以下ではまず（１）関連要点をまと

め、かつ（２）学術や専門機関より発表されている研究書や調査書、意見書と照

らし合わせて内容の精査・分類を進めると共に分析し、更に（３）本研究調査が

適切と考える視点からの綜合を図る。 

 

この作業を遂行するに当たっては、図表 5に現れるデータや意見の他に、筆者

や研究協力者が集め検討したデータは当然勘案されている。先行研究文献調査

も邦文のみならず英文のものを含めて出来るだけ広い範囲で実施している。た

だし、通常の学術研究と異なり、そうした先行文献の分析を最初にまとめていな

いのは、本研究調査が先行研究よりも日常のセンチメントの体現を重視してい

るからである。先行研究の結果を先に示したり、別建ての節として独立させるよ

りも、必要な箇所で適切に織り込む程度に収めているのは、まずは現場の実務感

覚を尊重・優先し、その次に適切な形で学術的な用語や方法や結果を関連付ける、

一般読者に親和性の高い「読まれるレポート」を志しているからである（第１章、

第２章参照）。 

 

まず図表 5を概観して明らかなのは、どのような論点に関しても、実に様々な

見方が並立して、ほとんどコンセンサスが見られないことであろう。本研究調査

が、以下の節の起草に際して一番苦労したのは、こうしたデータを如何に理解し

やすい形で提示しうるか試行錯誤が絶えなかったことである。以下の作業はそ

の複雑性を紐解いて一定の意味を見出すことである。まずは、比較的意見の統一

がみられる観察事項をまとめることから始め（節 3.2.1.）、次いでステークホー

ルダー間（特に「経営者 vs. 投資家・アナリスト」の構図）で意見の相違が大

きい論点へ展開する（節 3.2.2.）。最後に証券取引所や公認会計士や、ＩＲコン

サルタント、ビジネスメディア等、他のステークホールダーの見方を紹介する

（節 3.2.3）。 

 

3.2.1.多くのステークホールダーに共通の懸念・問題 

(1)二重制度･重複による無駄 

まずほとんどのステークホールダーの間で意見の統一がみられるのは、証券取

引所の四半期決算短信の内容と金融商品取引法上の四半期報告書の内容の重複

による無駄を取り除いてほしいという点であった。3.1.2 (1) 米国の節で説明

したが、同国においても他の主要国においても、証券取引所ルールと関連法がそ

れぞれ類似の開示を求めている例はない。また、米国においては、トランプ大統

領のＳＥＣに対する四半期開示制度廃止の検討要請をうけ、ＮＹＳＥがもしＳ
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ＥＣが四半期開示を廃止するのであれば、取引所がこれを上場ルールとして強

制するとの意見もみた。いずれにせよ、四半期開示制度の重複という状況はない。 

 

日本において、こうした重複が起こってしまったのは 1990年代後半から 2000年

代半ばに、拙速に四半期開示制度の導入が決められてしまったからであろう（節

3.1.1.）。そもそもは取引所が新興市場上場企業のモニタリングを強化するため

に四半期開示制度を導入したのであるが、それをもっと広範に適用しようとい

う機運が高まると、例えば、経団連はこれを取引所主導でするのではなく法とし

て導入すべきであると主張した。経団連の 2002 年度事業報告 III．政策委員会

は、「東京証券取引所が提案する上場規則による四半期開示義務化について、む

しろ法制化を前提とする議論をすべきとの意見を公表した（９月）」（四半期財務

報告に関する提言 2002 年９月 17 日経団連）。拙速な展開の中、両者譲ること

なく、二重の四半期開示制度が展開されてしまったものであろう。また、節 3.1.1.

では、2006 年１月のライブドア事件において四半期業績の虚偽記載について法

的責任が問えないことが問題となり法制化が後押しされた側面があったことは

説明した 37。 

 

しかし、この重複問題についてはおよそ 2010年以降、特に東京証券取引所の努

力により、徐々にその作業が進み四半期決算短信の簡易化が図られ、ここ２－３

年の間にルールも、またそのもとでの実務でもおよそ３～４割もの内容の簡易

化、省略がみられる。その内容については、金融審議会「ディスクロージャーワ

ーキング・グループ」（第６回）資料３「青委員説明資料」「決算短信・四半期決

算短信の見直しに関する状況等について」（平成 30年５月 11日株式会社東京証

券取引所）に詳しい。東京証券取引所の会員企業の意見に寄り添った努力を具体

的に進めた結果である。しかし、もちろん、もう一方の四半期報告書制度が法的

な強制力を持って詳細な開示を求め続けているのであれば、こうした証券取引

所における改善の努力が報われないとのセンチメントが高まるのは当然であろ

う。 

 

四半期開示制度を超えてもう少し一般的に、企業情報の書類作成・ディスクロー

ジャーの「内容の重複」という点について付言する。これは恐らくほとんどの企

業の管理部門が戦後徐々に積み重ねてきた事務負担に関する懸念である。筆者

が本調査のための企業聞き取り調査を重ねる中で、幾つもの企業より、この点を

強調するよう要請された。即ち、企業は、政府や公共調査機関から実に多様な情

報の収集・作成・提出が求められるようになった。ルーチンで末端実務的で取る

に足らない雑務のように思われるかもしれないが、実はそのデータ収集、資料作

 
37 2018 年以降米国で決算頻度の見直しが行われている件に関連して、ライブドア元ＣＥＯの堀江貴文氏

はＳＮＳ上「四半期決算は超大変ではある」とのコメントを投稿している（図表 5参照）。 
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成、提出には、営業や研究開発部門や関連会社、海外まで含む、きわめて多くの

部署の協力が必要で、時間的にも、マンパワー的にも、士気的にも、金銭的にも

想像以上のコストがかかっていることが窺える。これに加えて、例えば、四半期

開示制度など、毎３か月ごとに決算を行い、資料をまとめ、レビューを経て、公

表し、質問を受け付け、などなど、企業の管理部門は疲弊している。 

 

またこの点は、会社法上の書類、金商法上の書類、総務省関係の書類、厚労省関

係の書類、内閣府関係の書類、業種によっては例えば国土省関係の書類等々、実

に多くの書類が存在し、実は多くの同じか類似の情報がばらばらに求められて

いる事とも合わせて検討されるべきである。この点、「会計」ではなく「統計」

の世界では、戦後すぐの「統計法（1947年：2007年全面改訂）」を作成した時点

からそうした事務作業の重複について明白な懸念が認識されていた。統計法は

調査の重複を回避することで、正確な情報の収集に限られたエネルギーが効率

的に使われることが求められ（統計法９条－11条）、それをもって「その有用性

の確保を図り、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与すること」がう

たわれている。戦後企業会計原則等の制定に奔走した黒沢清らは統計法に倣い、

同等の法体系を目指したが西洋には「会計法」が存在しなかったがためにＧＨＱ

はこれを認めなかった（スズキ, 2007a,b）。ゆえに会計や企業情報のディスクロ

ージャーの世界では重複した情報の収集・作成・公表が年を追うごとに増え、そ

の費用がかさむとともに、利用者にとっても使い勝手も良いものではない。 

 

ここで、今後はビックデータやＡＩの発展が期待されるから、情報の体系を整え

なくていいと考えるのであれば、少なくとも二つの意味で誤解や理解の不足が

指摘される。一つには情報作成者のコストを積極的に削減する必要がある。制度

設計上、情報作成者・発信者がそのコストを上回るベネフィットを得るのでなけ

れば、情報作成者・発信者に情報発信の責めを負わせる合理性はないし、そうし

た環境下での情報は精度を欠き安定した運用が不可能である。 

 

もう１点は、情報はその構造を伴って初めて意味をなすものであり、政府あるい

は公共機関が経済・社会をあるポリシー（即ち「意味」）を前提として情報を収

集するのであれば、必然的に情報の構造が必要とされる。この点はＡＩを使って

ビックデータを解析し、新たな意味を見出すことで私的な利益を確保しようと

いうビジネスとは異なる分野であるから注意を要する。よって政府は主要経済

団体らと協力し、会計・ディスクロージャー書類をはじめとする、企業情報の収

集・作成・公表に関し、横断的なレビューを行い、省庁、法律間での重複を無く

し、情報の構造を明らかにし、効率的なデータマネジメントに努めるべきである。

この点、民間であれば主要経済団体、政府であればおそらく内閣府のリーダーシ

ップが期待されるところである。ＡＩやビックデータ時代を迎える今こそ、英国
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や日本で戦後すぐに会計や統計の整備がすすめられた経緯に学び、国家の戦略

としての積極的な情報政策を再考すべきである（e.g.,スズキ, 2003b）38。 

 

なお、個々の企業への投資目的とは別に経済・社会管理の目的で、速報的データ

の収集のために月次データを収集したいという社会的、公共的要請はあろう。し

かし、これは内閣府や総務省、統計法の範疇であり、関連法規の改正を経ずして

企業に負担を求めてはならない。政府内の調整が必要な分野であり、企業に過重

な負担を強いてはならない。 

 

(2) 業績予想による投資・経営双方への弊害 

Ｗｅｂサイトや第一段階の聞き取り調査でも、もう一点極めて多くの関係者の

中でコンセンサスの高い分野が「（四半期ごとの）業績予想の公表」の取りやめ

であった 39。当初いくつかの誤解を生んだ論点であったので少し注意を要する

が、米国で四半期開示制度を廃止せよとの話題が頻繁に取り上げられた際（特に

2018 年）に、廃止が求められた多くは四半期開示制度そのものではなく、その

中でも「業績予想」の部分であった。一般に短期の「業績予想」は経営者の短期

的なフォーカスを助長し、またその予想を満たす（meet or beat する）ために

利益操作を行う温床になりかねないとの懸念が強い。 

 

投資家側も、トレーディングのＩＴ・オートメーション化も手伝って、コンセン

サス予想を超えた利益が公表されれば買い、それを下回れば売りという機械的

な取引が横行し本来の企業価値の分析とは異なるところでの投資ゲームに陥る

ことを危惧している。図表 5だけに限らず、そうした短期のゲームに投資家も

「辟易」している、「プライドのかけらもない」、という表現も見られた。もちろ

ん、デイトレーダーを始め、そうした売買で収益を拡大することを目的とする個

人も会社も機関も存在し、そうした者には有用な情報であろうが、これはそもそ

も制度が想定する公共の利益の増進上有用な情報とは無関係である。よって、米

国においても日本においても、四半期開示制度そのものは残しても「業績予想」

の部分は廃止するべきとの意見が多勢であった。 

 

そうした一般的な合意や一部経済団体やシンクタンクやアライアンス・フォー

ラムなどの政策提言グループの効果的なロビー活動もあって（ＦＡＣＴＡ 

2017）、東京証券取引所では 2017 年３月期から（決算短信のサマリー情報の様

式の使用が義務ではなくなったことに伴い）業績予想部分も記載が義務ではな

 
38 なお、経済・社会管理の観点からの「ＡＩと会計を含むビジネス・経済データの進展について」は筆者

により Working Paperが予定されている（2021年を予定）。 
39 ただし、極めて少数であったが、業績予想の公表は経営者の投資家・市場へ向けての強い意志の表明で、

これを続けたいとの意見がないわけではなかった。 
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くなった。これに関し東京証券取引所の見解としては当改正前から業績予想に

ついては自由記載形式の様式が提供されていたので各社の判断に応じて望まれ

る開示が行われていたはずであり、重要な方針変更があったわけではないとい

う見解である。しかし業績予想が含まれていた利用度の高い様式が事実上使用

される必要がなくなったことの意味は大きい。現在までに、傾向としては、四半

期ごとの業績予想の公表は徐々に少なくなっている。しかし、それでも、一度デ

フォールト、横並びで公開していた業績予想情報を取り除くには抵抗のある企

業も多く残っており、この点四半期開示制度全体の改廃に際しても注意を要す

べき点である（第６章参照）。 

 

(3) 事務負担・コストの膨張 

既に東京証券取引所による決算短信の簡略化については述べた。しかし、それで

も金融商品取引法上の四半期報告書制度を根拠に、３ヵ月毎に年４度の詳細な

決算を開示する実務は、情報作成者側からは極めて高い不満が表明されている。

これは経年、経団連や関経連が企業の意見を代弁して政府に求めてきたが、2018

年に金融審議会ＤＷＧが『資本市場における好循環の実現に向けて』のなかで

「現時点において四半期開示制度を見直すことは行わず」（24 頁）と結論してか

らは、なお一層不満が高まった部分である。企業が金融庁との直接的な対峙を避

けようとする分、筆者のような立場の研究者には特に不満の声が届くようにな

ったことを感じている。本研究調査のために 200 名以上の企業経営者、財務担

当者と意見交換を実施した中で、この点に関する不満の高まりは強調しても強

調しきれない。 

 

数名の識者が、こうした側面を評して、企業が「嫌だ嫌だと駄々をこねているよ

うにしか聞こえない」と軽視したり、「この程度の費用負担ができないのであれ

ば上場する資格がない」と排斥しているが、少なくとも次の２点を考慮して調整

を試みるべきである。まず１点目は情報作成・発信者は無駄な情報の作成発信を

削減せよと主張しているのであって、必要な情報について削減を求めているの

ではない。狭義に「投資家のため」ではなく、成熟経済を迎えた企業社会に必要

な情報については第４章及び補論で詳述する。第二に、仮に一定の必要情報につ

いても大多数の上場企業が事務コストが高すぎるという意見発信をしているの

であれば、それはそうした情報コストに相応以上の便益が得られていないから

であり、全体の制度を見直す必要がある。上場を維持するに必要なコストを負担

できないようであれば「上場する資格がない」と主張するのは、言語形式上は真

であるが、制度を改善し経済社会の運営をより良いものにしてゆこうとする立

場の者の言説としては無責任である。この点については本節後半で再論する（節

3.2.1.（5）b）。この段階では、多くの企業が表明する極めて高いレベルの不満

に対し誠意をもって対応する必要がある点のみ強調する。 
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企業の不満レベルの高さに鑑み、ここで一度立ち止まり、現行の四半期開示制度

のために企業が負担している費用について金額的な試算を試みたい。筆者は本

レポートのとりまとめに合意してから、四半期開示制度の費用の見積もりを行

っている機関にその計算根拠を求めたり、企業を訪問するに際しては必ず「貴社

は四半期開示制度に要する人的、時間的、金銭的コストをどのように見積もって

いますか、できれば定量的なデータをもってお示しください」という依頼を先に

届けたうえで訪問を繰り返した。ほとんどの企業は興味深そうに思い思いの試

算を試みてくれた。その計算方法は様々であって、合算して統計的にデータとし

て示すに堪えるようなものではないが、それでも往々にして１四半期ごとに要

した本社財務・経理部要員の作業時間数×平均時間単価（3,000 円程度）×２回

（１Ｑと３Ｑ）で計算されるモデルをベースに、財務・経理部門を超えた箇所で

作業に要する工数を加えたり、支社や（海外）連結子会社における同様の計算を

加算して提示してくる場合が多かった。これが「四半期決算は大変だ」という日

常感覚やセンチメントに一番近い計算であろう 40。 

 

ただし上記のコスト計算には大きな疑義がある。なぜなら仮に四半期開示制度

がなくなったとしても、そこで必要とされていた人員を削減できるケースは少

ないであろうと想像されるからである。即ち「埋没原価（サンクコスト）」の指

摘である。サンクコストである以上、四半期開示にかかる変動費用はゼロとみる

べきであるという主張は成立しよう。それでも、近年は管理部署での非正規雇用

者が増え、相当数の人員削減ができるという事であれば、上記の計算も成立する。

こうした側面はもちろん個々の企業によって事情が相当異なろう。 

 

より理論的な推計は「機会費用」（即ち四半期開示制度がなければ得られていた

であろう利益の逸失）をもって計算することである。これはもちろん本来は複雑

な計算が要求されるが、簡便法として一人当たりの付加価値×決算要員数をも

って計算を試みてくれた会社があった。本調査もこれに倣い、2017 年８月の産

業経理協会による『経理部の実態に関するアンケート調査』も参照して試算する

と、本決算と中間決算は残すものとの前提で四半期決算（１Ｑと３Ｑのみ）の為

に上場約 3,800 社が負担している機会費用は一年当たり凡そ 2,280 億円と推算

 
40 ただし、実際には、もっと多くの間接費用が掛かっているとの主張をする企業が多かった。業績予想が

求められる場合には、仮に実績が大きく下回れば株価が大きく触れまた風評被害も想定されることから、

社内を超えて関係会社まで含めて、精緻な予測が必要であると同時に、予測を下回らないための利益管理

行動が過重に負担であるという説明が多く聞かれた。 
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した 41。更に四半期レビューに係る監査報酬その他の経費を加算して、１年で、

合計 3,000 億円程度の機会費用が発生していると見積もられる。即ち上位企業

では一社当たり、数億円、小規模会社でも数千万円規模の負担が強いられている

ものと考えられる。本研究調査の見積もりに対し、会社側からは、数倍も高い費

用見積もりが示される場合が多かったので、この点も「日常のセンチメント」の

反映として記録に値する。 

 

丁寧に見積もりを行ってくれた企業は財務・経理部だけでなく、研究開発部門や

営業部門でもデータをまとめ管理部門に提出する際のコストも計算してくれた。

実際、筆者は機会があるごとに研究部長や営業部長にも事情聴取を試みたが、こ

こ 10年、20年と、そうした（四半期開示に限らない）コンプライアンスに要す

る事務処理が倍増・３倍増しているとの感覚は全ての会社に統一した見解であ

った。もちろんその正確な時間的、金額的なコストの見積もりは困難を極めるも

のの、総じて、企業の管理部が感じる四半期開示制度に要するコストは一般のア

ナリストや投資家或いは規制監督者が想像・想定するよりも遥かに高いもので

あるというのが筆者が研究調査を通じて得た感覚である。更に、ここで計算した

のは静的で単純な金額であって、現場における３ヶ月毎、年４回のルーチーンが

従業員や管理者に与える士気の低下や積極的なアイディア開発機会の喪失を考

えれば、単に「嫌だ嫌だと駄々をこねている」ように認識するのは比較衡量を欠

く。 

 

さらに、制度設計の観点からは、この企業が負担する費用の妥当性は、やはり同

じ企業がどれだけメリットを享受しているかという「コスト・ベネフィット」の

観点からなされるのが原則であるが、ほとんどの企業がこのメリットを享受し

ていると感じていない。多くの場合投資家や株主に対するベネフィットは説明

されるが、そのベネフィットが企業に対しどの程度波及するかという議論が極

めて希薄である。多くの場合「上場コスト」、すなわち上場によるメリットに対

する費用であるように一言で片づけられてしまうが丁寧な分析が見られない。

 
41 上場約 3,800 社分、一社当たり平均 20 名の経理部員のうち、常に決算にかかわっている者を 10 人と

見積もり換算する。期末と中間決算を除く Q１と Q３にかかる作業を 40％と見積もると４名分の作業とな

る（即ち、20 人の経理部要員の内、4 名分の機会費用を計算する）。一般に上場企業の一人当たり平均付

加価値は 1,500 万円と見積もられることが多いから、約 3,800 社×４人×1,500 万円＝2,280 億円。もち

ろん経理部以外の人員や子会社等分を含めれば、大胆ながら見積もりで 500 億円程度加算して、おおよ

そ、2,780億円としよう。更に、2019年の４大監査法人の証明業務総収入は 3,572 億円であり、四半期レ

ビューにかかる収入をその 15％で見積もれば、536 億円かかっていることになる（凡そ 15％という割合

は監査法人からも被監査企業からも確認済み）。従って、社内人件費（約 2,280 億円）及び監査報酬（約

536億円）にその他の経費を加え合計として 3,000億円程度を見積もっている。10 年続ければ３兆円の経

済社会的コストである。参考までに、2012 年時点で、ＩＦＲＳを全上場企業に強制適用することが決ま

っていれば、その後 10 年でコンサルティング費用やシステム交換費用で５兆円の費用がかかると試算さ

れていた。成熟経済社会においては、こうしたコストを節約し、建設的な投資に回るよう制度設計するこ

とが大切であると考えている。 
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この点は後に詳説するように、企業の資金需要がなく、すなわち「発行市場」と

しての機能が発揮されず、ほとんどが「流通市場」としての機能に留まっている

日本の証券市場においては、企業はほとんどメリットを感じることができてい

ない。 

 

この検討をする前に、近時、四半期開示にかかる費用は「働き方改革」との関連

で論じられることが多くなったので、この点について簡単に触れる。実は本レポ

ートの第一稿において、筆者はこの点について記述することに積極ではなかっ

た。なぜなら、現行の四半期開示制度の可否に関する論点やフォーカスがずれて

しまうように思われたからである。しかし、関係各位にプルーフを依頼して返却

されてきた原稿には多くの場合、「働き方改革」との関連において四半期開示制

度の見直しにより事務作業を減らすべき点は強調されるべきとのコメントが付

されていた。これは企業側の政治的機会主義に基づく主張というよりは、本質的

に四半期開示制度には無駄が多く、これを無くさずしてどうして他の業務改革

が出来ようかとのセンチメントによる主張であることを確認した。更に 2020年

10月現在（本報告書公表日直前）の予想で、おそらくは Covid-19パンデミック

下においてはなおさら同様の議論が高まることが予想される。ここで問題とさ

れているのは、一方で残業を減らすよう政府から要請されているにもかかわら

ず、他方で四半期開示制度のような業務時間内に完了することが不可能な課業

が多分に残されている（或いは増加している）という矛盾である。また「日本の

労働生産性の低さ」が指摘され、やはり事務作業効率を上げることが要請されて

いるにもかかわらず、四半期開示制度のようなそれ自体は直接付加価値を生ま

ないような課業が増え効率を下げているとの問題提起である。 

 

これに対し四半期開示制度とは独立に企業内部の月次決算をベースに、今後は

低いコストで効果的な情報発信が可能なのではないかという意見もある。しか

し、内部で利用される月次決算に十分とされる事務手続きの正確性と、四半期決

算で必要とされるそれには大きな差がある。企業によって程度の差こそあれ、簡

便的で、制裁もなく一定の誤差誤謬が許容され、役員会で担当者による説明のも

と発表される月次決算と、一般公共の用に供される四半期決算では要求される

事務手続きの精度や正確性に格段の差がある。特にＩＦＲＳを採用する大手企

業において、四半期決算で要求される各科目の見積もりに要する手続きは機械

的な月次の案分法的な見積もりとは性格を異にする（第５章、最終部のＩＦＲＳ

採用会社のコメント参照）。もちろん公認会計士による四半期レビューが要求さ

れる日本の四半期情報は、先に見た欧州のものとは本質的に差があることは歴

然としている。会計に精通しない論者（中には著名な経済評論家も含まれるが）

は月次決算の数値を何ら修正することなく、レビューもなく公表すればよいと

いう程度の認識であろうが、決算修正や見積もりや注記の無い数値を監査やレ
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ビューも通さずに無責任に公表することこそ、情報利用者に企業の財務状況や

経営成績に関する判断を誤らせ、不測の結果を引き起こしかねないことは認識

すべきである。ただし、節 3.1.2.で例えばフランスにおける簡易で自由度の高

い四半期開示制度の実情に触れたが、こうした形式での開示で良いという事で

あれば、企業の事務負担は相当軽減される。以下ではそうした情報開示形式につ

いての検討である。 

 

(4) 標準形式 vs. 自由形式のジレンマ 

我々は既に東京証券取引所における重複内容の低減や定型様式の義務の廃止の

努力について述べた。これに関し、もちろん大半は賛成意見であるものの、一部

こうした変更に対する反対意見も存在することは注目に値する。例えば、定型様

式を排し自由記述方式に変更すると、企業の側からはかえって記述に時間がか

かったとか、アナリスト・投資家側からは比較可能性が失われて分析により時間

がかかるようになったとの声も聞かれた。 

 

ここで少し学術的な情報論や認識論を参考にすれば「情報の（言語やデータ単位

やフォーム等の）標準化」は古典的なテーマである。しかし学術に頼ることなく

多少の注意をもって考えれば「標準化により得られるものはメリットもデメリ

ットもある」ことは十分常識のレベルで理解されることである。一般には自由形

式により異なる情報作成者が異なる事情に従って個々のケースを詳述すれば情

報量は多くなるものの、限られた時間や予算の中で素早く経済的な判断を下し

たい投資家やアナリストには便利性を欠くことが知られている。 

 

しかし、ここであまり議論されることがないのは、上記は「限られた時間や予算

の中で素早く経済的な判断を下したい投資家やアナリストに」とっての便宜で

あって、中長期的に経済社会を発展させることを通じて国民に資する情報制度

が議論されているわけではないということである。仮に「中長期的に経済社会を

発展させる」などと議論を大きくすることがはばかられ、通常の「投資家にとっ

て」という前提で議論を進めたとしても、国の政策として重視すべきは、βを超

える本質的なαを生み出す源としての情報交換であり、早くて安いだけの情報

ではない。 

 

本研究調査はパッシブ投資が８割を超え市場のモニタリング機能の低下が危惧

される中で、東京証券取引所が過度の形式主義を克服し自由な記述を推進し深

みのある企業分析を可能にせんとする方向性を支持するものである。同じ観点

から、仮に企業が「自由記述方式に変更すると・・・かえって記述に時間がかか

（る）」と主張するのであれば、それは企業の能力・努力不足として判断されよ

う。現代日本の上場資本市場が流通市場としてしか機能していないとしても（即
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ち企業にとってメリットが少ないとしても：節 4.4.1.を参照。）、自由度の高い

様式の中でコストとベネフィットに見合う記述を心がけるべきである（節

3.1.2.,ドイツ、フランスの例を参照）。 

 

(5) 四半期開示が特に問題となるケースの分類 

東京証券取引所が過度の形式主義を排し自由度の高い開示様式を推奨したとし

ても、現行四半期開示制度の下では、特に以下のように特性の異なる企業群が標

準的・形式的な取り扱いを受けることにより損失を被ることが知られている。企

業の分類としては幾つかの方法が考えられるが、図表 5及び聞き取り調査によ

るデータに従えば、以下の分類が有用な視点を提供する。 

 
a. 偶然性や季節性：一営業のサイクルが季節性要因に影響されやすい企業、及び、一年を

超える大型プロジェクトが主な収益を占める企業と、小さな営業サイクルが一年を通

して継続的に発生する企業（通常の企業）。 
b. 異なる企業規模：株価総額や売上高や資本金や従業員数など、サイズが大きな企業と小

さな企業。 
c. 異なるライフ・サイクル・ステージ（特にＩＰＯ関係）：企業のライフサイクル上、未

成熟で成長の見込まれる企業と成熟期を迎え成長の見込まれない企業。 
d. 異なるリスクの大きさや質（シンガポールの例）：何らかの理由により企業存続のリス

クや財務基盤に関するリスクや収益の増減リスクが高い企業と低い企業。 
 

a. 偶然性や季節性（「効率的な価格」への懐疑） 

四半期開示制度を導入する当初から、季節性のある企業或いは業種の会計を如

何にするかという議論は盛んにおこなわれてきた（例えば多くの収益が何らか

の理由により特定の四半期に発生するようなケース；特に建設業界のように年

度末に多くの案件が完了するケースや、教育関係で４月に受注が多いケース、或

いは観光業で夏休みに収入が大きいケース等）。これ自体については、過去 20年

にわたり研究者や会計基準設定団体や業界で繰り返し論じられた点であり、ま

た一般読者の興味の範囲の外となるので詳述しない。 

 

逆に数年もかかる超大型プロジェクトを主たる業とする事業会社も、「（単年度

でさえ、ぶれが生じて当然であるのに）四半期という短いスパンの中では、決算

は会社の統制の効かない要因に大きく影響され」、特定の四半期決算の数値は特

に重要な意味を持ちえない。四半期のような頻繁な決算発表では「正直、特に何

も言うことがないんです」と無意味な時間と費用に対する懸念が示されている。 

 

アナリストにしても、前期との乖離や、予想との乖離の主たる原因は当該クオー

ターに発生した偶発的な要因が多かったか、少なかったかにかかっていること
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を承知しているものの、こうした決算発表があり他のアナリストも参加するた

めに自分も参加せざるを得ない。参加しても、適切な質問をしかねている状況が

常態化している。それでも、コンセンサス予想を「上回れば買うし、下回れば売

りますよ。それ以外にやりようがないですから」というのが市場の定めだとする。

また、そうした市場の見方に関し、有力建築会社財務部役員も「そんなものです」

との一致した見方を示す。 

 

数多くの大型プロジェクトの受注に左右される、有力会社のＣＦＯとのインタ

ビューでは次のような会話が交わされた。 

 

（四半期ごとの）決算発表会にも 60 人位集まるんですけど、・・・今期は前期と比

べてどうして利益率が低いのかとかね。１％とか２％の違いですよ、偶然３Ｑのプ

ロジェクトに費用が掛かるものが多かったとか、輸入材が高かった程度にしか答

えようがありませんよ。・・・それでいて、昨日（決算発表日）なんか、結構株価

下がっちゃって（笑）。・・・経営者も（株価の下落を）それなりに気にするんで

す。・・・学者さんに言わせれば、（その株価の反応に関して）四半期情報に株価決

定の重要な情報が含まれていたとか（皆笑う）、流動性が高いとか、言うんでし

ょ？・・・透明性が高まったとか、何だっけ、、、、（課長が横から「情報の非対称性、、、

（皆笑い）」）。なんか、どうも、理論がしっくりこないっていうか、データもね、

株価・・・、話がなんか回ってるっていうか、自己撞着的じゃないですか。そりゃ

そうだろうって、（投資家やアナリストが）自分たちで決めて（株をその日に）売

り買いしてるんだから。・・・問題は、その判断をしている人たちの判断が正しい

かっていうことであって、株価じゃないですよ。株価があの人たちの判断が正しい

か、反映していればね、あれですけど、、、ねぇ。株価が全ての情報を反映している

とかいう言われ方をすると、この人たちは何を言ってるんだって気になりますよ

ね、こちら側の人間としては。 

 

（事前に部下が用意し当該インタビュイーらと検討した論文を指さしながら）「四

半期開示の導入によって情報の非対称性が緩和された」とか「高頻度の財務報告に

よって株式市場の効率性が改善する」とか「四半期開示の導入によってアナリスト

予想の精度が改善した」とかね、（学者）先生方はこういう概念を勝手に統計的に

定義できるようにしておいて、計算して、「ほら、正しいでしょ」みたいなね。話

が回っていること気が付かないんですかね。現実離れしてるっていうよりも、何も、

現実が見えてませんよね。あっ、私だって、一応ＣＦＯですから、こういう勉強は
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したんですよ、学校ではね。でも、ちょっと、あまりにもひどすぎるっていうかね。

もう少し、現実をちゃんと見るっていう態度が必要だと思うんですよね 42。 

 

このＣＦＯが幾度か「話が回っている」と表現したり、ここで形成された価格が

合理的であるといわれていることに関する懸念は、図表 5におけるストラテジ

ストの「四半期という情報ポイントが収益源です。内容ではありません。マーケ

ットがそれでお金儲けをすることを許してくれる以上、そう行動することが合

理的で、そこで形成される価格も合理的です」という主張と同じく、注意を要す

る。或る対象について合理的であるか否かを決める基準がその対象の外に独立

して存在しているのではなく、対象内部で定義されている自己撞着的な合理性

に過ぎない可能性を指摘しているのである。 

 

同様のポイントは別の上場企業の経理・財務部長でも確認された。本質的に大き

な変化が見られない環境で、毎期アナリストによって同じような質問が繰り返

されると：－ 

 

経理・財務部長 どうしても、（四半期ごとの決算のための）数字合わせをしたくなっちゃ

うんですよ。別にたいして悪いことをしようという話でもないし、年末に

はチャンと帳尻は合うんですけれども、期中では、こう数字がスムーズに

なるというか、少し調整っていうか、解釈できるものはね、調整してしま

った方が、かえって誤解を生まないっていうかね、変な質問も来ないだろ

うっていうことにはなりますよね。 

 

インタビュアー ある程度の利益管理はあるということですね？ 

 

経理・財務部長 公式には、絶対ありません（笑）。ここは先生との信頼関係で。でも、ま

あ、どの学者でも優れている人であれば、みんな分かっている話でね。驚

きではないはずなんですけどね。あ、それと、まあ、利益管理とは何かと

いうことですよね。粉飾とは違う話です。 

 

本研究調査は、より頻繁な定点観測により企業の業績の進捗度が確認されると

いう点について、全てを否定するつもりはない。また、企業自身にしても、優れ

たアナリストが決算発表に参加するか否かに関係なく、こうした四半期開示制

度が有ること自体が、自らの規律づけであったり進捗度の確認作業を促進して

いる側面はあるものと考える。しかし、上記インタビューデータが示すように、

 
42 この後は、アナリストの分析能力に関する議論が長く続いた。同様の他のインタビューでも同じパター

ンで、多くの投資家やアナリストの分析能力に関する議論が交わされた。この点については 3.3.6 節を参

照。 
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本来は季節ごとの単位で評価されたり、プロジェクト単位での評価が必要な時

に、四半期という高頻度、定期のアセスメントがデフォールトとなっていること

で、かえって無意味な、或いはそれ以下の効果を生んでいるケースがあるとすれ

ば、高頻度で標準・形式的なディスクロージャー制度を改める必要がある。節

3.2.2. (５)でも述べる予定であるが、こうした点については企業側のみならず、

投資家やアナリスとも同様の意見が多い。 

 

b. 異なる企業規模（非上場化論の無責任性） 

起業の規模・サイズに関しては、論理的にもちろん、例えば「時価総額」の大小

と「従業員数」の大小を同じ議論の中で取り扱うべきではない。ただし、事実上

時価総額の大きな企業は往々にして売上や資本や従業員数も大きいため、限ら

れた紙面の便宜上、同じ一群として取り扱う。 

 

図表 5 上では、時価総額 100 億円に満たない企業など誰も投資対象として注目

していないのだから四半期開示制度を強要して無駄なコストをかけさせても意

味がないとする意見がある。この「誰も投資対象として注目していない」という

点の正確な表現は「複数の機関投資家やアナリストがカバーしてる可能性は低

い」というところであろう。ただし、本研究調査のインタビュー調査の過程では、

その基準を 250 億円とする論者もいた。或いは、2020 年２月に東京証券取引所

が発表した市場再編計画においては、四半期開示制度も同時に検討されるべき

であったとし、「プライム市場」（基本的にサイズの大きな企業群）にのみ四半期

開示制度を課すべきだったとの意見も聞かれた。時価総額 100 億円以下にせよ

250億円にせよ、多くの中小規模の企業が超巨大企業と同じレベルの内容と頻度

でディスクロージャーを迫られる不合理については、企業側もアナリストもほ

ぼ同様の意見であった。いずれにせよ「複数の機関投資家やアナリストがカバー

してる可能性は低い」程度の小さい会社は四半期開示制度のスコープから外し

てよいという論理は、情報利用者としてプロの機関投資家やアナリストを前提

としているもので、これについては節 3.2.2. (5)「アナリストは四半期開示情

報を重視しているか？」で再論する。 

 

別論点として、「非上場化論」について述べる。規模・サイズに関し、小さい会

社が「四半期開示に要する人員的、金銭的負担が重すぎる」とアピールすること

に対し、「そもそもそういう会社は上場している資格がない」とか、「早く上場を

止めればよい」とか、「退出する自由が認められている」という判断を示した投

資家・アナリストは少なくなかった。しかし、この意見に関しては少なくとも次

の２点で熟考を要する。 
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一つには非上場化には既存株主の既得権の重大な消失につながる可能性が考え

られ、それに対する手当てや公平性に関する制度が十分に整っていない。株主の

みならず、従業員や顧客、社会一般に対する影響が検討されていない。第４章や

『補論』でも説明するように、現状、株式上場市場の機能は資金調達よりは取引

上の信用や人材確保の側面において支配的であり、非上場化するにあたっては

事業の継続性を保障する注意深い制度の準備が必要である。こうした側面を一

切論じることなく、中・小サイズの上場会社に対し「退出する自由が認められて

いる」などという形式論を展開するのは無責任であり、社会制度の運用や制度設

計上、建設的な主張としての資質を兼ね備えていない。また、仮に金融庁、経済

産業省、証券取引所等も同様に「非上場化論」を支持する意見があれば、公正明

大に議論として設定し、公開して討論を推進すべきである。こうした社会的に必

要なプロセスを経ずして安易に「非上場化論」を主張することは、無駄に中小規

模の企業経営負担を継続するもので建設的な議論ではない（節 3.2.3.(1)を参

照）。 

 

更にそうした主張をする投資家やアナリストに注意を喚起したいのは、四半期

開示制度に反対意見を表明しているのは、管理コストの高さから体力の消耗を

危惧する中・小の上場企業よりは、投資家やアナリストが主たる投資や分析の対

象としている巨大で有名企業が多い。そうした企業が限られた経営資源を有効

に使うという観点から四半期開示制度の縮小や廃止を主張しているのであれば、

そうした声に耳を傾けることは必要であろう。また、ＩＰＯを実施したての成長

期にありながらも比較的規模の小さい会社にとっては、四半期開示に要する人

的、金銭的負担が成長を阻み、或いはＩＰＯ自体をあきらめたり、その意志を弱

めるようなケースも観察される（次節および節 3.2.3.も参照）。これは 2018 年

８月のトランプ大統領がツイッター上で懸念を表明した理由の一つであるとも

理解されている。であるとすれば、「逆に、投資家さんこそ企業の主張に耳を傾

けるべきであって、それが嫌なら投資家を辞める自由も保証されています」（化

学薬品業界、経理担当取締役）との皮肉も聞かれた。 

 

このように考えてくれば、2020 年２月に東京証券取引所が上場区分を整理し各

セクションごとの性格を定義したプロセスの中で、四半期決算短信の対象とな

るべきセクションを議論する余地もあったであろうし、複数の論者はそれを期

待していた。しかし、証券取引所の四半期決算短信が、金融商品取引法上の四半

期開示制度に対置され、詳細な情報よりも主要なベンチマークについてすべて

の上場企業に迅速な開示を求めるという適時開示の哲学を優先したものであれ

ば、全てのセクションの企業に四半期開示を求めることには一定の合理性があ

る。 
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最後に、小規模の企業を四半期制度のスコープから外すという多数意見に対し

ては、小規模の企業ほど、短期にボラティリティが高かったり、不正のリスクが

高いかったりする可能性も指摘され、高頻度のディスクロージャーがより必要

であるとの意見もある。この点は、2020 年１月にシンガポール証券取引所（以

下、ＳＧＸと略す）が公表したポジションが参考になる (Singapore Exchange, 

2020 Jan. 9)。以下の節 d.でリスクをベースとした検討を行う。 

 

c. 異なるライフ・サイクル・ステージ（特にＩＰＯ関係） 

異なるライフ・サイクル・ステージに応じて開示制度を変えよという原則につい

ては多くのステークホールダーが賛同を示した。しかし、その細部を観察したり

検討すると事情は複雑である。図表 5で何度かコメントされていたのは特にＩ

ＰＯをしたばかりの成長企業についてである。これをリスクが高いから高頻度

にモニターすべきという立場があったり、逆に成長が楽しみであるから高頻度

にそのパフォーマンスを確認したいという要求も観察された。前者に関しては、

米国においても、日本においても、四半期開示制度の導入過程で見られた論理で

あった。発展途上であり、比較的小さい規模の会社にはリスクがつきもので、こ

れを１年或いは半年のスパンで確認するのでは遅すぎるという立場は十分理解

できる。であるとすれば、逆に成熟期を過ぎて、衰退してゆく企業や産業につい

ても確認したい需要は存在しよう。発展途上にある企業も、衰退期にある企業に

しても、統一的な観点はリスクであり、その意味では次節で見るリスクベースの

アプローチに論理的な整合性はある。 

 

ライフサイクルに関連して、特にＩＰＯが予定されている会社が四半期開示制

度についてどのように感じているか、有力ＩＰＯ予定会社のＣＥＯよりコンパ

クトにまとめられたコメントを得たので、そのまま引用・掲載する。なお、本調

査ではＩＰＯ予定会社５社を聞き取り調査しているが、他の会社は以下に示す

例よりも四半期開示に係る手間や費用をネガティブにとらえていた。それに対

し、以下の例は、与えられた制度を意識的にポジティブにとらえＩＰＯを実現し

ようとしている会社・経営者の例である。 

 

(1) 開示制度については大変な面もあるが、それに耐えられる管理体制を作る中

で会計の仕組みが強固なものにアップデートされてきているので、経るべき

大切なプロセスだなとポジティブにとらえている。 

 

(2) 四半期という頻度については、まだ上場していないのでわからない面もある

が、ちょっと頻度は多すぎな気がしている。事務手間はさほど気にならないが、

３ヶ月ごとに利益の帳尻をあわせにいくような発想をどうしてももってしま

い、事業の意思決定に本質的でない影響を与えることが想像される。半年に 1
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度くらいでよいかも、という感覚。短期的に効果が出にくい施策を打ちにくく

なるイメージ。 

 

(3) 事務手間以上に圧倒的に時間を使うと想定されるのが、投資家対応。四半期ご

とに、投資家とのミーティングが 100 件単位で発生する見込み。決算発表ごと

にヒアリングが入ると考えると、資料作成の手間が減ることよりも、投資家か

らのインタビューの回数が減ることの方がインパクトありそう。 

 

投資家からは四半期開示制度がなくなれば、アナリストらからの質問やミーテ

ィングの回数が少なくなるであろうという想像に基づいた声が聞かれるが、企

業によるとどのようなニュース（定期にせよ適時にせよ）にしても発表すればす

るほど質問の機会が増えるという。筆者が四半期決算発表の翌日に企業訪問を

すると、その日は電話対応に忙しくしている企業が多い。文言としてのフェア・

ディスクロージャー制度の下で公平性が順守されているのかいないのか判断に

ばらつきのある分野であろうが、事実は四半期決算発表で公に情報を発信しそ

こに当該アナリストがいたとしても、その多くはフォローアップの電話をかけ

てきたり企業訪問をして追加情報を得たうえでアナリストレポートを起稿する

のがよく観察される実務であろう。ここでの「３ヶ月ごとに利益の帳尻をあわせ

にいくような発想」や「短期的に効果が出にくい施策を打ちにくくなるイメー

ジ」、すなわちショートターミズムに関する点は、節 3.2.2.でまとめて検討する。 

 

節 c.をまとめるに、異なるライフステージに応じて適用される開示制度を決め

るべきであるという主張は一般的に支持されているように聞こえるが、その内

容は互いに背反するケースが多く、四半期開示制度設計上、判断の基準となりう

る属性ではない。 

 

d. 異なるリスクの大きさや質（シンガポールの例） 

シンガポール証券取引所はこれまでの株価総額の高さを基準とした四半期開示

制度の強制を 2020年 1月に廃止し、リスクの高い企業にのみ四半期開示制度を

課すことに改定した（リスク・ベース・アプローチ）。これは企業規模の大小に

よって四半期開示制度のコストを強要することは、その大小の基準が恣意的で

あるし、また基準自体に四半期開示の要請との関連で論理性が無いとの判断の

結果であった。リスクの高いことが知られている企業を定義して、そのカテゴリ

ーに属する企業にのみ他の企業群よりも高頻度の報告を求める制度には合理性

があり、本研究調査のインタビューでもしばしば支持されるポジションであっ

た。 
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もちろんここで問題になるのは、「リスクの高い企業」をどのように定義するか

である。シンガポールでは、業界をベースにその業界の特質を評価したうえでの

リスク、個々の企業をベースに財務上のパフォーマンスを判断したうえでのリ

スク、株価のボラティリティの激しさを評価したうえでのリスク、上場セクショ

ン（１部、２部、マザーズ市場など）ごとのリスクなどが考えられた。最終的に

ＳＧＸが採用したのは直近の「監査証明書が不適正意見か、限定意見か、意見差

し控え」である企業を高リスクと判断し、四半期開示を強制する。即ち、極めて

限られた数の企業が強制四半期開示の対象となることに落ち着いた。これはも

ちろん、四半期開示制度が投資家保護に与する制度であることを認めつつも、そ

の効果は限定的であり、そうした制度を広く企業に適用されることに伴うコス

トを問題視した結果であった。 

 

シンガポールは言うまでもなく地理・人口的にも防衛の面でも小国であったが、

故リー・クアン・ユー首相の下、多国籍の外資を意図的にこの小国に誘致集中さ

せ諸外国の権益をバランスさせることで防衛と経済を同時に安定的に発展させ

ることに万全を期したのである。ユー前首相は 1980-90 年代の中国の指導部に

アドバイスをするほどに会計やファイナンスの社会構築学的・制度設計的側面

を熟知した政治家であった（cf.スズキ,ヤン,チェン, 2007）。現在でも外資がビ

ジネス及び証券市場や取引所に与える影響は絶大であり、これは日本の比では

ない。しかし、そのシンガポールの証券取引所が四半期開示制度についてこれだ

け大きな変化を決定していることは注目に値する。 

 

シンガポールの最終判断が適切であったかについては当然判断が分かれよう。

今後どのような帰結が待っているのかは誰にもわからない。しかし我々が海外

事例として参考とすべきは、日本の金融審議会ＤＷＧが「海外動向などを注視し、

必要に応じてそのあり方を検討していくことが考えられる」（24 頁）と結論した

時の態度やリーダーシップに関する違いである。もちろん海外動向の観察が悪

いということではないし、筆者自身過去の政策提言においてこのような立場を

とったことも多々あった。しかし、今回シンガポール証券取引所にみる、外資の

影響を十分に懸念しながらも、国内にどのような影響がありうるか開かれた討

議を重ね、為政者として責任をもって判断し、他国に先駆けて思い切った政策を

実行する態度には学ぶべきものがある。第４章で詳述するように、日本の経済社

会がこれまでとは全く違う環境に直面し、大きな改革が迫られているのであれ

ば、参考に値する例である。 

 

以上は、幾多の四半期開示制度の論点の中でも、ステークホールダー間で比較的

見解の相違しない点、或いは対立軸が明確な点についての検討であった。次節は
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逆に論点が曖昧であったり、浅薄な議論しか存在しなかったり、或いは対立が明

らかでない論点についてである。 

 

そもそも四半期開示制度を含む「制度」とは一定のクラス、カテゴリー、種類、

タイプ、属性を対象として、本来それらが持つ自由な権利や活動に対し、権力が

一定の制限を課し、もって弱者を保護し、或いは全体としての公共の用に与する

社会的合意である。よって主要ステークホールダー間の対立が起るのが通常で

ある。しかし、ここで、制度が強者の特権を強化する結果を招くのは制度の趣旨

から判断して本末転倒であるし、また不必要に広範なクラス、カテゴリー、種類、

タイプ、属性等に制限を課すことも、それだけ制度費用が高くなり制度の効果が

減殺されるので憚られる。そこで、節 3.2.2.以下では、主たるステークホール

ダーとして、経営者（即ち四半期情報の作成者）と投資家やアナリスト（即ち主

たる情報利用者）の対立点を明らかにした上で、誰がどの様にどれくらいの制度

費用を負担し或いは便益を享受しているのか検討し、最終的には経済社会全体

の厚生が向上しているのか否か判断するための基礎を提供する。 

 

3.2.2. 経営者と投資家で主張の異なる懸念・問題 

このセクションで議論しようとしている対象は「経営者」と「投資家」と呼ばれ

る主要ステークホールダーである。後者、「投資家」は複雑な概念である。アセ

ットオーナーや、ストラテジストや、ファンドマネージャーや、バイサイドアナ

リストや、トレーダーなど、正確にはそれぞれ違う属性を有するものであるが、

以下、多くの場合で省略形として「投資家」と表示する。投資家は証券市場で直

接・間接に株式の売買にかかわる意思決定に携わることを業とする者を指すが、

自然人である場合も法人（機関）である場合もあり、または最近では半自律的な

コンピューターやＡＩなどもこのカテゴリーに含めて論じた方が有益な場合も

あり、実態は極めて複雑である。 

 

「投資家」の複雑性と適切な分類の必要性については『オックスフォード・レポ

ート』でも指摘した。戦後の国民経済社会の復興のコンテキストにおいては、稀

少資産としてのリスクマネーを提供する社会に有益な者を「投資家」という範疇

で一括りにし、各種の法・規則の下でこれを保護する政策を推進することにより、

国民経済社会の発展に役立てるよう制度設計した。しかも、制度設計当初は英・

米においても投資家＝国民を想定し、事業で生まれた付加価値を配当を通して

投資家＝国民に還元することになるので、自律的な好循環が想定されていた。そ

うした環境においては「投資家保護」は誰も疑うことの無い社会目的に沿った大

義であった。しかし、時代の進展、経済の発展、証券化技術や情報技術の発展と

共に、異なる種類の投資家が生じ、その影響力が社会的に問題となるケースが多

発している。にもかかわらず、アカウンティングやディスクロージャーやファイ
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ナンスの分野では未だに「投資家」とひとくくりの議論が多い。経済成長期を経

て、成熟期を迎えて久しい本邦で制度を再設計するにあたっては、適切に分類さ

れた、特定の「投資家」を、特定の制度の下に置き、きめ細やかな管理を志すの

でなければ、全体として高い政策効果を期待することはできない。 

 

とはいうものの仮に現行制度という制約の中にあっては「投資家」の細分類が不

能で、投資家全体が制度の対象となってしまうのであれば、その投資家全体の地

位や社会的有用性については早急に根本的なレビューを要する。なぜなら、他の

ステークホールダーのコストや犠牲のもとに「投資家保護」という政策が実施さ

れているのであれば、「投資家保護」が社会コストや犠牲を上回るレベルで社会

に便宜を与える制度でなければならないからである。 

 

また、その関係が成立しているか否かの立証責任は民間でなく政府にあること

は既に述べた（節 2.1.1.）。繰り返しになるが、これまでの政策や経済運営の中

で投資家は特別な地位を与えられ、常に保護の対象とされてきたが、時代の変遷

を踏まえ、注意深く検討する必要がある。以下ではそうした意識の下に、現行の

制度運営の問題点が明らかにされ中長期の制度の再設計に資するように「投資

家」を適切に分類し、「経営者」との関係において四半期開示制度がどの様に機

能しているか丁寧に検討してゆく。 

 

以下（１）ではまず、所謂「投資家」の中でも頻繁に観察される分類である「長

期の投資家」と「短期の投資家」を取り上げ、特に前者から後者へのパワーシフ

ト（即ち現実としての影響力や市場を動かす力のシフト）が生じているのであれ

ば、その影響を注意深く検討し、ひとくくりに「投資家」として保護・優遇する

制度の危険性を明らかにしてゆく。 

 

(1)「長期➔短期」によるモニタリングやガバナンスの変容 

投資家は頻繁に「長期投資家 ⇔ 短期投資家」と、長・短で分類される場合が多

い。日本にも海外にも「長期投資家」として認識される投資家が存在する。しか

し、実際はどれくらいの期間を基準に長短に分類しているのかもわからないし、

また正確には何に関して長・短なのかさえ明らかではない。比較的少数の企業株

式を選んで投資する場合もあれば、ポートフォリオを組んで比較的多くの会社

に投資する場合もある。ここに「長期」とは、もちろん法や制度上の概念ではな

く一般に合意された基準もないが、３年を下回るスパンを挙げる論者はまずい

ないであろう。多くは５年以上を指すものが多く、超長期と分類される 10 年、

20年またはそれ以上を含むこともある。 
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それでも一般に多くの文脈で「長期投資家」が良い投資家で、「短期投資家」が

悪い投資家であり社会に不安定要素をもたらしながら狡猾に利益を蓄積してい

るイメージさえ付きまとう。「長期投資家」は高い社会的尊敬や信頼を伴って敬

われ、メディアに注目されることが多く、政府機関や学術機関からもその見識や

意見の提供が求められる。投資業界内でも熱狂的なファンを伴うこともある 43。 

 

図表 5のコメントにもそれが表れている。長期的な関係を築く投資哲学の下、

四半期開示制度を利用して「定点」的に工場視察や海外視察を行い、社長との面

談を通して、経営者の「人となり」を確認し、企業の成長やコンディションの確

認が出来る利点があることは想像に難くない 44。この意味では、短期投資家が四

半期財務諸表の数字を見て（或いは、良くても財務担当者やＩＲ担当者の説明を

聞いて）定点観測ができるという主張に比べ、長期投資家は現場に根付いた確認

作業、モニタリング、経営者へのアドバイスやガバナンスが可能であるという側

面はありえよう。多くのアカウンティングやディスクロージャーやファイナン

スの研究者や教科書が投資家の役割を強調する場合にはこうした長期投資のモ

ニタリングやガバナンスの有効性が想定されている。こうした投資家が市場で

支配的であるのであれば、学問や導入当初制度が想定した投資家の社会的役割

が期待できよう。 

 

 
43 まず、こうした分類や評価には理性や論理が希薄である場合も多いので注意を要することを指摘する。

本文においては、市場の言葉・センチメントをベースにミクロ的な分析に主眼を置く。しかし、その詳細

に入る前に社会科学哲学の定理に依拠して、（特にマクロの観点から）２点、注意すべき点を記録する。

まず１点目は、１年ごとに企業価値や投資リターンを最大化しようとして行動することを 10 年続けた場

合と、最初から 10 年後の企業価値や投資リターンを最大化しようとして行動する場合を比較して、事前

にどちらが企業価値や投資リターンを大きくできるかという問いは証明不能である点である。また、この

ミクロ上の問いは、政策科学上のマクロ・国民経済の厚生の最大化の問題とも異なる。更に仮に個々の長

期投資リターンの総計と国家の持続的発展が正の相関関係を持っていたとしても、その 10 年の結果が、

その後の 20年や 30年後の結果を保証するものでもない。２点目は、経済社会政策として長期投資を推進

するとしたところで、マクロレベルでこれを実施することは不可能である。すべての投資家が長期投資を

標榜していたとしても、2021 年がその長期の終わりの年であったり、何らかの理由で最も大切な年で投

資価値を最大化しようとする場合もあれば、2025年がそれにあたったり、2050年であったり、3000年で

ある可能性もある。特定の期限を設定することなく投資価値の最大化を標榜する投資家が多いが、これは

論理的には不可能な投資である。スーパー・コンピューターやＡＩの進展を理由として正確な将来予想が

可能であるかのような言説を流布する者がいるが、計算理論上はいかに高速計算機が発達しても、ゴーイ

ング・コンサーンを前提とした企業価値の最大化は不可能である。実務はその時々の投資家が自己の価値

観に照らしたり、社会的合意を得ながらピースミール的に売買を繰り返す作業の連続である。即ち、ミク

ロで長期投資が推奨されていたとしても、マクロで長期投資が実行されるという保証はないという意味

で合成の誤謬が存在する。よって、経済社会政策上、マクロ的には、長期投資家が社会的尊敬を受ける理

由は明らかではない。 
44 かつて、間接金融、メインバンク・システムの下、銀行における融資過程で、最終的には「人物みられ

る」（貸出先の経営者の「人となり」、社会的使命感や責任感が優れている様）が重要な判断基準として用

いられ決済が下されていた時代を思い出す。直接金融制度、証券市場との比較において、重要な側面であ

るが、十分な研究がみられない。 
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問題は、仮に長期投資家を自認している投資家がいたとしても、上記のような意

味での長期投資が支配的な市場となっているか否かであろう。この点、本研究調

査が行ったアンケートの中で、長期分析・投資を哲学としてうたい、高いランキ

ング評価を得ているストラテジストは、次のように説明する。 

 

変化の速い時代にあって、四半期ごとに、業績・財務をチェックしていくことは、

アクティブ運用にとって重要である。ただし、誤解を受けないよう強調したいこと

は、短期的な業績変化には興味はない。強い関心を持っているのは、あくまでも長

期の構造変化である。ビジネスモデルや収益構造に構造変化が起こり始めている

企業については、四半期ごとにその進捗をチェックすることはきわめて重要であ

る。 

 

この例にみられるように、長期投資家を自認しながらも四半期開示制度を重要

視する者は、往々にして「長距離走のタイムラップ」レトリックを引用する。特

に、フェア・ディスクロージャー制度の導入に伴い個別の取材や会合や視察を通

じての重要情報の入手は困難になったこと（多くは厳格には違法性が高い）を考

えれば、長期の、アクティブな投資家にとって、四半期毎の進捗度チェックが大

切なことは理解できる。行動心理的に頻度の高い定点観測の要請が高まるのは

当然の帰結である。しかし、こうした主張に基づき、四半期開示制度が長期投資

行動にとっても有効であるとし、社会的な観点からも現行制度維持の方向性で

議論を進めるべきであろうか。 

 

本研究調査は「長期投資家」の中でも、更に細かな分類が必要であると考える。

最初に挙げた長期の投資家とは異なり、多くの長期投資家に関しては、確かにミ

クロ的に個々の投資家にとっての進捗度チェックの必要性・有効性が認めても、

それがマクロ的に経済社会に有用であるか否かは別である。最初の長期投資家

が経営者と共同して経営を支えあってゆくような関係を、他の長期投資家を自

認する投資家が、どの程度実施できているのか検討する必要がある。例えば、「中

長期の投資にもマラソンのタイムラップ・チェックが必要である」と主張される

時のレトリックに倣うならば、テレビ観戦をしているものがタイムラップをチ

ェックしたところで、走者への適切なフィードバックはままならず長期的な成

功を補助することにはつながらない。企業側への有効なフィードバックを伴わ

ない投資家の都合だけの為の制度を主張しているのであれば、それは当初の四

半期開示制度導入を正当化した政策目標とは異なる主張である。或いは、経営者

が 42.195キロを走るにあたっては経営者自らが 100メートルごとに自らの走り

を自己点検し結果を公表することを求めているのであれば、それがかえって走

りに集中できない原因ともなる。 
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即ち「適切な頻度」で、「積極的に経営に関与」する有能な投資家でなければ高

頻度の開示制度に社会的な価値は期待しがたいのであるが、「適切な頻度」はケ

ースバイケースで 3,800 社に標準的な３か月に一度が適切でないケースは容易

に想像される 45。「適切な頻度」とは先験的には判然としない期間概念である。

異なる時代や地勢の証券取引所のデータをあたかも同質なものとして取り扱い、

統計的な有意差をベースにして、四半期開示制度の優位性を時空を超える真実

であるかのように喧伝する不適切な研究やコメントが横行している。論者の中

には、ＩＦＲＳのセグメント情報で求められるようにマネジメント・アプローチ

を模して月次の報告書を開示せよと主張する者がいる。同様に、ＰＯＳをデー

タ・エントリー・ポイントとするＩＴシステムやＡＩが当然となってゆく将来を

想定し、週次、日時、リアルタイム・ディスクロージャーが必要であるというコ

メンテーターも存在する。年１回が適切なのか、２回なのか、３回なのか（４カ

月ごと）、４回なのか、６回なのか、12回なのか 365回なのか、方法論上、適切

な研究手続きを踏んでいる論文は皆無である。ほとんどの学術論文は、半期決算

制度と四半期開示制度を比較して、後者が有用な情報が含むとか、流動性が高め

るとか、情報の非対称性が解消され資本コストが低くなる、などの結論を下して

いるのみで、国民経済の長期的な発展やサステナビリティの観点から最適な開

示頻度についての結論を明示する研究はみられない。 

 

更に日本の長期投資家が「積極的に経営に関与」しているか否か、またそれが国

民経済に資するものであるか否かもの判然としない。図表 5 では、日本では長

期投資家であっても投資先企業のオーナーとしての意識よりもトレーダーとし

ての感覚が強いことから、その効果が限定的である可能性が指摘されている。で

あるとすれば、四半期開示制度の存在は一般的に投資の期間を短くする方向に

働くことは想像に難くない。もっとも、これが国民経済の発展に関しプラスであ

るのかマイナスであるのかはまた別の論点である。米国では投資先企業のオー

ナーとしての意識が強いと言われるが、仮に「オーナー」的だとすれば、それが

企業への高いコミットメントを意味することは理解するものの、必ずしも企業

の長期の成長や国民経済への貢献を保障するものではない。甘えを許し、経営者

のいわゆる「Quiet Life」（文字通り「平穏な生活」である場合もあるが、多く

 
45 また、本稿は後述するように、企業経営への積極的なフィードバックを伴わない、例えばデイトレーダ

ーやＨＦＴを重用する投資家による市場の価格形成機能を社会的に重要な機能として考えていない。こ

の点は多くのファイナンスや証券市場論での立場と異なる。 
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は経営者として取るべき行動を取らない「不作為」を指す 46）を許容する危険性

は十分にある。逆に仮に日本では長期投資家でさえ「トレーダー」的だとしても、

株主・株価の変動をシグナルとして経営者に緊張感を与え、結果としてサステナ

ブルな成長をもたらし国民経済を豊かにする可能性もある。 

 

そして、この点を追求すると、短期の投資家の方が株価の変動を通じてモニタリ

ング・ガバナンス機能をより有効に働かせているとの見方が成立しうる。そうし

た見方をする者にとっては四半期開示制度は効率的なモニタリング・ガバナン

スに必要な情報であって、短期の株式売買のために現行の四半期開示制度を維

持せよとの主張につながり、大多数の経営者の要望とは相反するポジションが

生じる。 

 

まとめるに、日本における長期投資家と四半期開示制度の関係は一般のイメー

ジとは異なり必ずしも国民経済に資するものとは限らない。一般には短期より

も長期の視点での投資に優れたモニタリングとガバナンス効果が期待され、四

半期開示制度は後者を支援するものであるかのような主張が存在する。しかし、

個々にそうしたケースが存在しうることは否定しないが、全体としてそのよう

な傾向は多勢ではない。投資家側のリターンに関して長期投資の理論的優位性

については諸説あるものの、もしその絶対的優位性が確立されていればすべて

の投資家はすでに長期投資家になっているであろうが、現実には短期投資家が

増加の一途をたどる傾向である。更に、仮に長期の視点の投資が促進されたとし

ても、長期の投資が本邦国民経済の更なる発展を促進するものであるか否かは

大きな時代の変化や地政学的な変化にもよるものであり、マクロの視点から、継

続的な検討が必要である 47。先験的な主張よりも、社会批判合理性に依拠し、開

 
46 ただし、この場合にも、「経営上とるべき」行動とは何か事前に規定することは困難であり、事後的に

経営者に責めを帰するレトリックとしての性格が強い。例えば、これまで利益剰余金を積み増し現預金を

ため込んでいた経営者が不作為だと責められていたものが Covid-19 パンデミックをそのスラック（余剰）

を利用して生き抜いた場合には「不作為」であったものが突然「予防的措置」として称賛される。多くの

場合、投資家や研究者は短期的に高いリターンをもたらした経営者を称賛し、そうでないものを Quiet 

Life を楽しんでいるとして改革を迫るが、安定した経済社会の運営上投資家や研究者が最も適切な判断

を下せる保証は一切ない。それよりは社会批判合理性により、常にトライアル・アンド・エラーを通じて

社会の硬直性を解消すべく制度設計すべきである。 
47 更に、これまでほとんど議論されないことではあるが、長期投資がかえって投資家にとっても、経済社

会にとっても不合理であることもあり得る。これは時代の大きな変化によって考えうる現象である。社会

運営の歴史の中で、経済を中心に社会を回してきたのは過去ほんの数百年の話である。この時代は、例え

ば、人口が爆発した時代であった。この時代に、先行投資をして長期に保有した株式が何百倍もの価値を

有するようになったことがあったとしても、今後人口減少下でも同様のリターンをもたらす保証はない。

「投下した資本以外に責任を負わず、配当請求権を有する」という株主権を得た投資家が、人口減少下の

ＧＤＰが伸びない状態で高配当を要求し続けるのであれば、投資家の既得権の下、他のステークホールダ

ー（主として従業員）は生産した付加価値を不当・不平等に搾取され続ける可能性がある。その結果、従

業員の動機が棄損され経済全体に活力がなくなる可能性が有り、これが長期的には投資家の損失にもつ

ながりうる。この点については第４章で詳述するが、本節では単に「長期」に株式を保有するということ

は何も自動的に「良い」ことを意味しないという点を指摘するにとどめる。 
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かれて継続的な議論が有効に機能しなければならない分野である。この点につ

いては脚注 43及び第４章を参照されたい。 

 

(2)「アクティブ➔パッシブ」によるモニタリングやガバナンスの変容 

前節で、ポイントは株式保有の長・短よりも投資家が積極的で適切に経営に関与

してゆくか否かであろうという点を論じた。そもそも、戦後の統一会計基準を制

定した時も、2000 年代初めに四半期開示制度を導入した時も、その制度の下で

期待されていたのは資金の出し手としての投資家・株主が積極的に優れた経営

者や経営をモニターし、資金の効率的な配分を行うことであった。しかし、近年

に市場で支配的なのはパッシブな投資家である。即ち、積極的に自ら研究調査、

分析を試み、将来に投資価値が高くなることを見込んで特定の株式の売買を行

うアクティブな投資家ではない 48。パッシブ運用の多くはインデックスで採用さ

れている銘柄及びそのウェイトを模倣してポートフォリオを構成しインデック

スに期待されるリターンを得ることを予定しており、定義的に直接的、積極的に

は経営者や経営のモニタリング機能を発揮しない 49。こうした投資手法や哲学を

一般に広めた著作はバンガード創始者ジョン・ボーグルの Common Sense on 

Mutual Funds (1999)であろう。詳細はこの種の著作や教科書に譲るが、アクテ

ィブに競争優位な情報を求めαを追求するような投資家やアナリストよりも、

主として最適なリスク分散と各種手数料を最小化することで、パッシブな運用

の方が高いリターンを挙げる確率が高いことを実証する研究書が多い（もちろ

ん個々でのリターンとは当該投資家にとってのリターンであり、それが合成の

誤謬なく社会全体のリターンとして主張できるか否かは全く別の論点であるが）
50。 

 

ここで、注意すべきは、大多数の主要投資家がパッシブだからと言って、それが

即ち四半期開示情報等、より頻度の高い情報を停止すべきとの結論にはつなが

らないことである。なぜなら我々はたとえ少数であってもアクティブな投資家

のモニタリング・ガバナンス機能や価格形成機能に依拠せざるを得ないからで

ある。全ての投資家がパッシブ化すれば誰も経営者や経営をモニターしていな

いことになり、適切な価格形成が達成されない。しかしパッシブ運用が支配的と

なった市場にも、必ず他の投資家より多少なりとも高いリターンを求める投資

家が存在する。実際の市場では多少なりともアクティブな投資家が存在すれば

 
48 ここではＨＦＴを駆使することでインデックス以上のリターンを期待するヘッジファンドのようなも

のをアクティブな投資として対象としていない。別のカテゴリーとして取り扱う。 
49 もちろん議決権行使による影響はあるものの、こうした影響は制度が当初期待した国民経済の発展の

ために効率的な経営を推進するための影響とは異なる性質のものである。 
50 しかし、この種の知の利用価値には十分注意すべきである。ここでの実証とは帰納的な知であるし、地

政学的な同異についても十分な注意を払う必要がある。第４章で詳述するように、英・米での潜在的成長

率が高いケースと比べ日本は急激な人口減少と需要飽和を迎える成熟経済社会であり、この独立性高い

法域におけるパッシブ投資が比較優位を維持できる保証は全くない。 
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新たな価格が形成される。また経営者の側にすれば、四半期情報のような定期的

な情報を公表しなければならないという制度の存在自体が、アクティブに情報

を分析する投資家やアナリストの存在を想定させ、その圧力が経営行動に規律

をもたせる効果が期待できるからである。 

 

問題はそうした効果はアクティブな投資家にもパッシブな投資家にも無差別に

分配されてしまうために、アクティブな投資家の積極的な情報収集活動や経営

アドバイスのインセンティブが逓減し、結果としてパッシブ化が深化すること

であろう 51。これが本来制度が期待していた投資家によるガバナンス機能を十分

には発揮できないでいる状況を作り出す一つの要因となっている。即ち、完全な

「効率的な市場のパラドクス」は起らないにしても、十分に有効なガバナンスも

生じない程度の市場で均衡してしまっている可能性がある。関連する重要な論

点（成熟経済社会のアポリア）に関しては節 4.5.を参照。 

 

もっとも、こうした理解は過去 30－40年ほどの帰納的な知恵であって、将来市

場環境が変われば同じ結果が得られる保証はない。インデックス自体が低迷し、

それにリンクしたリターンの低迷が長期化すれば、アセットオーナーからの不

満が蓄積し、ファンドを維持すること自体に疑義が生じよう 52。投資信託協会に

よると 2020年２月末現在、日本には私募（5,846本）・公募（5,917本）合わせ

て 11,763本もの株式投信ものファンドが存在するが、多くの投信会社や証券会

社はアセットオーナーがＡからＢへ、ＢからＣへ、ＣからＤへとファンドを乗り

換えるたびに得る諸費用で稼ぐビジネスモデルを構築しており、顧客に利益を

もたらすことなく業界だけが収益を上げる体質は金融庁からも経営倫理を問わ

れている。こうしたビジネスモデルに陥った背景には 1990年代以降日本経済（例

えばＧＤＰや総売上）が拡大せず、株式市場が活況を見せない事実があり、即時

の解決を図ることは難しい（この点については第４章で詳述）。 

 

こうした事態を改善するために一縷の望みを求めて海外の例に学ぼうとするの

であれば、アクティブ運用が比較的多い英国が参考になろう。近年、政府がＮＩ

ＳＡの運営をする際にモデルとしているのもアクティブ運用が多い英国である。

そして、英国投資協会のＣＥＯ、クリス・カミングスはジョン・ケイと同様に、

長期的な視点からの投資の強力な推奨者であることは国際的にも知られている

（節 3.1.2の 英・米を参照）。そして、英国において四半期開示制度を廃止す

 
51 『証券アナリストジャーナル』2011・６ pp.18-29を参照.  
52 厚生労働省年金局（社会保障年金部会）の最近の資料ではＧＰＩＦ（年金積立金管理運用独立行政法人）

下、約 30兆円の国内株式投資の内 85％程度が主としてＴＯＰＩＸにリンクされたパッシブ投資で運用さ

れているが、2017 年ころより、運用益の上昇を企図して、よりアクティブな運用への方針転換がはから

れ、更にそのアクティブな投資としては常にＲＯＥを基準とした株式選択が例示されている（e.g., 厚生

労働省年金局 第 35回社会保障審議会年金部会 平成 28 年１月 28日）。 
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るのにリーダーシップ的な役割を果たしたのもクリス・カミングスである。ここ

で言いたいのは、英国を真似よということではない。それよりは、政府が求める

投資の在り方と会計やディスクロージャーの在り方が制度としてインセンティ

ブの概念をベースとして整合的に調整されているということである。 

 

英国における様々な分野の政策を概観して、日本のそれと異なる点の一つとし

て指摘すると、英国では往々にして「たす（＋）政策」ではなく積極的に「ひく

（－）政策」が重用される。例えば英国交通局で実際に成功している例を、図表 

6を参照されたい。現行Ａの環境下では、出合い頭に比較的早いスピードで事故

が多発しているという。さて、事故を減らす最適な政策を考えられたい。通常多

くの為政者は、Ｂにみられるように、信号機を設置したり、「とまれ」の標識を

設置したり、カーブミラーを設置したり、道路に制限速度を印字したり、スピー

ドカメラを設置したり、そうした加算的な発想をする。しかし極めて単純で、政

策コストが安く、高い効果を上げている施策はＣであるという。即ち、細い道路

の方の中央線を取り除いてやることである。これによりＸとＹの心理と行動を

変えてやるのである。中央線を取り除くとＸもＹも対向車が道路の中央を走っ

てくるかもしれないと想像し、衝突を避けるために、左側によって、ゆっくりと

Ｔ字路に侵入するようになる。フロントガラスに顔を近づけてまで自ら情報を

取りに行く。 

 

中央線を取り除く「ひく（－）政策」の下で起こっているのは、ステークホール

ダーの自律性の回復である。自己の便益のために、自分でその先に何があるのか

を注意深くモニタリングし、事故を起こさない程度スピードという自己規制の

範囲で、最適なスピードとポジションを決めることができる。自主性、自己責任

と自由の回復である。逆に「たす（＋）政策」の下では、形式的なルールの下、

自分に与えられた権利ばかりを主張し、相手の動きを自主的に注意深くモニタ

リングするインセンティブを欠き、相手のミスや不注意、或いは停電や、カーブ

ミラーの角度や光の加減によって、大きな事故が起きてしまうことがある。信号

図表 6 「ひく（－）政策」による自律性とアクティブ性の回復 
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機やカメラへの投資やメインテナンスや電気の供給などコストも高い。カーブ

ミラーの角度が悪かっただけで、訴訟の対象にもなる。「中央線を無くす」とい

う一見「制度の後退」にも見える施策は、実は行動心理学や制度設計科学の原理

を上手に組み合わせた積極的な政策である。これまで政府によって与えられて

きた様々な形式的なルールや情報を取り除くことで、ステークホールダーが相

互に、自主的に、注意深く相手の動きを読み、自ら行動を変え、安全なレベルで

利益を追求する自由を確保することができる。しかもそのシステムには電気の

供給も、カメラのメインテナンスも必要とせず、災害時の停電のようなリスクに

も強いという性質を持つ。 

 

そして、このような発想は、株式市場の効果的な運営にも十分応用できる可能性

がある。形式的な四半期開示制度を取り除いてやることで、短期の Earnings 

Game を不要なものとし、一定の安全な投資を心掛けるとともに、より長期の成

長を遂げるか否かに関する情報を積極的に取りに行く投資家が超過リターンを

得ることができるような制度設計への変更であり、しかもそれによって多大な

コストの節約も図れよう。確かに、四半期開示を強制しなくなったことにより、

企業の不正や異常事態の検知が遅れる場合があろう。しかし、そうしたインシデ

ントは四半期報告制度から半期報告制度に変更したところで、頻度の上でも程

度の上でも、それほど大きくは変わるまい。それよりは約 3,800社すべてに、四

半期開示を強制している方のコストが高い。また、異常検知の為には罰則を含め

た適時開示規制の強化で対応できよう。 

 

(3)個人投資家の役割の変容 

近年、一般に、政府や証券業界においても個人投資家を増やそうという機運が高

い。企業の側からも個人の投資家を増やしたいという声は幾つものアンケート

で表れている。企業にとっては会社のファン・支持者になって長期的に経営を支

えてくれることを期待していることが多いようである。しかし本調査のインタ

ビューを通して確認につとめたが、個人投資家の行動パターンは、ケースバイケ

ースであり、諸刃の剣であり、全体的な実証やコンセンサスは得られていないと

いうのが実情であろう。実際、小口で長期的な視点や専門的な経済経営知識の乏

しい個人投資家を増やすことに苦心することに疑問を呈する論者もいる。本節

はそうした意見の相違や四半期開示制度との関連を検討する。 

 

日本証券業協会が 2019年に行った「個人投資家の証券投資に関する意識調査に

ついて（5,000人対象）」では、「個人投資家」と分類される投資家の主たる特徴

は、年収 500 万円未満の人が 70％（平均年収 425 万円）、で「無職・年金のみ

（22.6％）」、「管理職以外の勤め人（21.5％）」、「専業主婦・主夫（18.2％）」が

多い。有価証券（株式・投資信託・公社債）の平均保有額は 897万円である（中



121 

央値はこれより著しく低いはずである）。アンケートで見て取れるのは、上記の

ように必ずしも多くない平均年収を「増やしたいと思った（37.2％）」り、「株主

優待があることを知った（35.5％）」り、「ＮＩＳＡがあることを知った（30.1％）」

ことが有価証券に投資するきっかけの主なものである（カッコ内は複数回答）。 

 

個人投資家の中でもデイトレーダーと呼ばれる個人投資家が四半期開示制度で

公表される情報で利益を上げている様は図表 5で確認できる。しかし、一般的

に短期投資家の国民経済への貢献はあまり積極的には認知されていない。そう

した投資で短期間に大きな資産を築いた人たちにスポットライトを当てるメデ

ィアや広告宣伝は後を絶たないが、日常の羨望や「（本質的な価値創造ではなく）

あぶく銭をつかんだにすぎない」といった蔑視的な認識が支配的で、積極的に社

会経済的貢献を認定するような言説は観察されない。 

 

あえて積極的な評価を試みれば、それが合理的であるか否かは別として、個々の

見方や判断基準に従いトレーディング種類や回数を増やすことで価格の決定に

望ましいとされる市場の流動性を高めていたり、ボラティリティを下げていた

りする、という見方が成立しえようか。一般に長期投資家が望まれて、短期投資

家は高い評価を得られにくい傾向にあるが「長・短両方いるから市場が安定する」

と、短期投資家を擁護する見方は存在する。ただし、仮に「流動性」が高まるこ

とが望ましい現象と理解されるとしても、これが株式の保有期間の短期化を招

き建設的なコーポレート・ガバナンスに支障をきたしている側面があるとすれ

ば、両者を合わせて政策評価する必要があるが、双方合わせての分析・綜合・止

揚を掲げた議論は見られない。 

 

更にここでの「流動性」や「価格決定機能」の性格について省察する必要がある。

こうして決定された価格は経済や企業のファンダメンタルズに裏打ちされた本

質的な価値を体現したものであろうか 53。ある上場企業のＩＲ担当者は「ド素人

の個人投資家を相手にさせられて、そんな連中に経営を左右される必要性に飽

き飽きしています」と強い口調で不満を表現する。また、四半期開示がなければ

個人投資家と機関投資家との間に情報の差が生まれ（マテリアル・インフォメー

ションが投資家だけに与えられる）フェア・ディスクロージャーとの関係で問題

ではないかとの見解に対しては、「積極的に、組織的に、コストをかけてまで情

報を取りに来てくれる機関投資家に重要情報が回ることこそフェアという考え

方も十分あると思います」との見解も示される。或いは自由主義下において「だ

れでも機関投資家になる自由や努力機会は公平に与えられている」との見解も

可能である。こうした見方は、近時、標準的な情報を皆に均等に早く安く提供す

 
53 もっとも、そうしたファンダメンタルに依拠した価値が存在するか、或いは客観的に測定できるかとい

う点については疑義のあるところである。これは論述法の「措定」にすぎない可能性は高い。 
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ることが公益に資するとの信念・前提に反省を促すものである。効果的なモニタ

リングやガバナンスを可能にし、また適正価格の形成に与するのも、より重要な

企業情報を発見し積極的に分析する投資家であって、標準的な情報を機会処理

する投資家ではない。この点はかつてのアナリストや経済・経営情報ジャーナリ

ストからの証言も参考にされたい（節 3.2.3.(4)）。 

 

上記では個人投資家に「個々の見方や判断基準」があるとの見方であるが、同時

にウェブサイトやソーシャル・ネットワークを通じて多数の個人投資家の投資

行動が同じベクトルにまとめ上げられるようなハーディング現象が観察され、

理性を欠いた熱狂を引き起こし、ボラティリティを高め、市場の安定性を棄損す

ることも考えられる。また敵対的ＴＯＢを容易に可能にし、或いは悪意ある市場

操作の罠に陥りやすくなることも考えられ、その直接的な犠牲者となるばかり

でなく一般公衆をも巻き込んだ形での大きなスキャンダルや金融危機の原因と

もなりえる。これは個々の企業単位で考えても市場のレベルで考えても同じで

ある 54。もっとも、この点に関しては、様々な個人投資家市場への参加はボラテ

ィリティを下げて資本コストを下げるから有用だとする論者もいれば、ボラテ

ィリティを高めているから不必要だと論じるものもいて、統一見解をみない。現

実には両方のケースがありえる。通常状態ではボラティリティを下げても、理由

なき熱狂や機関投資家らによる悪意ある誘導が起こればボラティリティは大き

くなりえる。その両者が同じ個人投資家や超短期志向の投資家によって生じし

められる。 

 

そう考えてくると、一般に政府や証券業界が「個人投資家を増やすべき」とする

政策の意図も最終的な帰結も不明である。後に述べるように、外国人投資家の影

響力が増え、投資家の部門別割合を平準化して、何らかのシステミックリスクを

軽減する目的であるとすれば、個人投資家が外国人投資家とは異なる行動パタ

ーンをとることが前提となるがそのような証拠はない。それよりは類似したパ

ニック的な行動になる傾向こそ危惧される。仮に 1,800 兆円にのぼる家計部門

金融資産を投資に向けることが必要或いは望ましいとしても、それが個人から

企業への直接金融という形で推進されなければならない合理性は確立されてい

ない 55。近時はスマートフォン向け「１万円投資アプリ」どころか、今や「500

円から始める株式投資」の類を宣伝して個人投資家を増加させるビジネスも横

 
54 学術的に興味のある読者は最近の研究では Lee, Y., Tong, W.H.S. (2018) も参考のこと。より頻繁な

報告が情報の質を下げているとの見方、例を示している。 
55 日本では、1990 年代後半にバブル経済清算過程において間接金融、即ち銀行から企業への貸し出しに

おける「なれ合い」や「追い貸し」が大きな社会問題となっていたことを想起する必要がある。別の論点

では、英国では、日本のＮＩＳＡのモデルとなったＩＳＡ（Individual Savings Account）が 1999年に

始まり、個人の金融資産がファンドとしてまとめられ、しかもそのファンドが他国に比べアクティブな投

資戦略をとっていることで市場の適切な価格形成に役立っているとの見解が一般的である。個々の国や

時代によって環境が異なり、そうした６Ｗ２Ｈ+Ｅを勘案しながら継続的に政策を改変する必要がある。 
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行しているが、これは国民経済社会の厚生を高めるよりは、ギャンブル的な市場

の性格を増長する可能性が高い。個人投資家による口座開設数やトレーディン

グの回数を増やすことで証券会社の手数料収入を増やしたいという意図であれ

ば、それは公共の厚生や保護を旨とする政策の範疇ではない。 

 

総じて上記のように特徴づけられた短期の個人投資家らを念頭にするのであれ

ば、このカテゴリーの投資家のために、企業に多額の費用を強いて四半期開示制

度を積極的に維持・推進する合理性は確立されていない。もちろん、個人で経済

や企業の本質的な価値を分析しこれをもとに長期でアクティブな投資を志す者

も存在するが、そうした個人の経済社会的貢献の度合いは限定的であるとすれ

ば、全体の制度設計のコンテキストの中では中心となりえない 56。 

 

これまでの議論に表れていないが、現代の市場環境で個人投資家が積極的に経

営にかかわり会社の安定した支持基盤となりうる施策として「従業員の持ち株」

を指摘しておく。自らの働きが良ければ高利益を上げ配当も高まるという簡明

なインセンティブ・コンパティビリティに支えられ、「内からのモニタリングや

ガバナンス」を通じて、新たな経営の活力の源になりうるし、適正な価格決定機

能も果たしうる。その場合に現行の四半期開示制度が効果的に作用するか否か

の議論は確認されていない。これを追求しようとすれば、旧来従業員のための会

計情報が充実していたドイツの会計の例が参考になろうが、現在、こうした議論

や傾向は国際的にも一切確認されていない。 

 

(4)海外投資家の役割の変容（逆機能のリスクの拡大） 

「海外投資家」とは東京証券取引所に対し「日本国外の住所から出された注文」

の発信者であり、非常に異なる属性を一括したカテゴリーである。税金対策やコ

ンピューター取引の都合上システムを海外に置く場合には、仮に国籍が日本（人）

であっても「外国人投資家」に分類される可能性が高い。逆に外国国籍でも日本

から注文を出せば「海外投資家」には分類されない。ただ、それでもこれらを「海

外投資家」と一本でまとめて大きく問題にしてこなかった背景には、これまで

「海外投資家」が日本の証券市場に対してみせた行動パターンが凡そ安定した

分析や解釈を可能にしてきたからであろう 57。 

 

「外国人投資家」の行動パターンを確認するために、東京証券取引所が毎週木曜

日午後３時に発表する投資部門別売買状況を確認すると、最近では「外国人投資

 
56 国民経済の発展の為に正しくリスクマネーを提供する基盤づくりとしての個人の投資家の教育の議論

と本レポートの対象とする四半期開示制度の議論とは別のものであり、区別される必要がある。 
57 ただ、この辺の統計事実の把握は国民経済社会管理上極めて大切であるので、詳細な統計が取れるよう

改良するなり、既にとれているなら適切に公開することが望まれ、関係者には切にお願い申し上げるもの

である。 
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家」が株式売買（フロー）に占める割合は 70％-75％にも上る。これが日本の証

券市場のセンチメントは海外投資家によってきめられていると言われる所以で

ある。また、ストックに関しては、1990 年ころには５％程度であったものが、

その後はほぼ一直線に上昇し 2014年にピークの 31.7％を記録し、その後は 30％

前後を維持している。一般に市場では未だに外国人投資家の占有率が多くなっ

た事実が強調されるが、一部では頭打ちを認識し、極端な売り越しに転じる側面

を危惧する声もある。2020年前半、Covid-19パンデミック中、或いはその後の

株式相場を左右するステークホールダーとしても外国人投資家の動向が注目さ

れていることからも、このカテゴリーの分析は重要である。 

 

ここでは議論上「海外投資家」を、他の投資家との比較において本邦国内の経済

経営の発展に関心は薄いものの、国際化された証券市場の特徴を利用して、自ら

のリターンを最大化するために日本国外の住所から発注することを契機に株主

となる可能性のある投資家と仮定しよう。「海外投資家」或いは「外国人投資家」

は個人投資家と同様に近年拡大支援策が図られてきた部門である。この「拡大策

を推進するため」、或いは後述の「外国人投資家による株価下落圧力の回避のた

め」にという論理は現行の四半期開示制度の維持を主張する論者の常套句とな

ってきた。 

 

節 3.2.2.(2)の議論の延長として、国内投資家との比較において、外国人投資家

がよりアクティブであるのかパッシブであるのか、またその影響について考察

する。外国人投資家が一般にアクティブ運用を基調にしている印象が強いのは、

メディアが常に「モノ言う株主」として外国人投資家を筆頭に挙げてきたからで

あろう。外国人投資家のファンドマネージャーは一般に自ら企業に出向くなり

資料を分析して投資判断するのに対し、日本のファンドマネージャーはアナリ

ストレポートを参考にする傾向が強いと言われることがある 58。一般にはパッシ

ブな投資を展開しているブラックロックでさえ、日本においては比較的アクテ

 
58 『オックスフォード・レポート』の起稿を機会に（特に pp.87-89）、2012年以降 2016年まで、欧州に

おける日本株を中心とするファンドのマネージャーとの会合を定期的に継続するよう努めた。その経験

からすれば欧州の日本株担当ファンド・マネージャーがアクティブな投資戦略を採用して客観的に有利

な情報環境や情報処理能力を有している感触はなかった。同レポートでもふれたが、そうしたファンドマ

ネージャーには「日本語学科卒業」とか「日本に住んだ経験がある」とか「配偶者やパートナーが日本人

である」といった場合が多く、全体としては「日本びいき」であることは感じられたが、反対に投資に必

要とされる経済や経営に関する知識や分析能力が高いようには感じなかった。ただし、日本のＣＥＯ/Ｃ

ＦＯやＩＲ担当役員がロードショウのために欧州を外遊すれば少人数で長時間説明を受ける機会が確保

されることは利点であったろう。それでも、稚拙な日本語、或いは稚拙な英語での意見交換にどれだけ客

観的な情報価値があったかは甚だ心もとない。欧州のファンド・マネージャーがよりアクティブである理

由の一つは、客観的な情報アドバンテージよりは、「日本の専門家」としての特別な地位や「会社幹部と

の会合」そのものあるように感じた。そうした地位や機会が与えられれば株式を売り買いせずにはいられ

ない圧力が生じるように感じた。なお、こうしたファンド・マネージャーが対象とする日本の会社のほと

んどは株価総額の大きい超優良企業である点も記録しておく。pp.87－89にはファンドごとに被投資会社

のリストも掲載している。 
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ィブ投資に近い投資哲学をもって運用しているとも言われる。ただし、議決権行

使に関して言えば、円谷（2014）が優れた実証データをもって、日本人と外国人

の投資家の間でその行動に大きな差異はないことを示している。更に、近年では

日本で一時期「モノ言う株主」の代表格のように扱われた米最大の年金基金（カ

ルパース・カリフォルニア州公務員退職年金基金）でさえ、2010 年代の中盤か

ら徐々にパッシブ投資の割合を増やしているとの情報も伝えられる。 

 

アクティブからパッシブへの傾向的変化はみられるにしても、外国人投資家に

顕著な傾向として「議決権行使助言（議決権行使アドバイザリー / 議決権行使

コンサルティング）」会社の重用が挙げられよう。米国におけるＩＳＳ 

(Institutional Shareholder Services, Inc.)とグラス・ルイス(Glass, Lewis 

& Co., LLC)が大手助言会社として知られ、寡占状態にあり、投資業界において

勢力を増している。過度の単純化を恐れずにその経緯をまとめれば、個々のアセ

ットオーナーは個別取引にかかる取引手数料を節約するために、ファンドに信

託し、ファンドも個々の取引にかかるリスクと費用を最小化するために、インデ

ックス投資を選択するのであるが、今度は少しでもインデックスよりも高いリ

ターンを求めて、株主総会の議決権を大量に統制することで自己に有利な利益

を追求した帰結である。日本企業に対する議決権行使においても年々影響力を

増しており、例えば、2020 年３月（本研究報告書提出時）にはキリン・ホール

ディングスの株主、英国投資ファンドのインディペンデント・フランチャイズ・

パートナーズ（ＦＰ）が提案していた 6,000 億円規模の自社株式買いや社外取

締役候補の選任に関しＩＳＳやグラス・ルイスがＦＰの提案に賛意を表しその

行方が話題となった。 

 

議決権行使助言会社は、株主総会における意思決定、経営に関する意思決定に参

画しているという意味においては、「モノ言う株主」であり政府や証券業協会や

研究者が支持を表明するアクティブな投資家としての側面は持ち合わせる。し

かし、その「アクティブさの態様」、「議決権の使用方法」が本邦の経済社会の持

続的な発展に与するものであるか否かに関しては既に幾つもの関係者から疑義

が呈され、四半期開示制度を考えるにあたっても重要な視点を提供する。 

 

即ち、議決権行使助言会社はその議決権行使をする対象会社を大量に抱えてお

り、決算期が集中している場合にはそれぞれの会社の詳細を吟味しているキャ

パシティーがない。そのために、財務諸表をはじめとする企業情報の中でも定性

的な情報よりは、各企業に共通の定量的なＫＰＩをベースに議決権行使の助言

をするというのである。更に、同様の理由から、日本語で発信される有価証券を

正確に英訳する余裕はなく、英語で海外ロードショーが展開されたとしても比

較可能性が低いために、多くの被投資会社の議決に際し特定の助言をする基準
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や正当性の確保に与しないというのである。図表 5の中にも、この現象を危惧

して四半期開示情報を充実させ、且つ英文の公表が必要と訴える識者もいる。結

果として、現行のトレンドとしては、四半期情報など単純化された情報のみが英

訳され、特にその定量的情報の集積としてのアニュアルレポートにおける結果

をもって判断が下される可能性或いはケースは十分存在する。 

 

こうした議決権行使の態様は経営者行動に多大な影響を与える。議決権行使助

言会社の形式基準を満たすようなコーポレート・ガバナンス体制や決算数値を

満たすように行動する可能性がある。それが、実態を伴った改善につながれば一

定の効果を認めようが、表見性を取り繕うような改善行動（例えば、特定の性別

の社外取締役を指名したり、一定のＲＯＥを満たすために自社株式買いを行う

など）が横行すれば、日本経済社会の発展に役立つものではない。例えばＩＳＳ

から「ＲＯＥ５％を満たさなければ反対票を投じる」などという方針が打ち出さ

れれば、経営者は短期的な利益管理行動に陥りかねない。この点については既に

優れた実証研究がなされつつあり、ＲＯＥ５％を少し超える程度の会社が増加

する傾向が確認されている（石田・河内山・甚内 2019）。なお、ＲＯＥを基準と

する投資に関しては、従来 85％程度をパッシブ投資に当ててきた日本のＧＰＩ

Ｆ（「年金積立金管理運用独立行政法人」による国内株式への投資は 30 兆円程

度）が超過収益を求めてＲＯＥを基準としたアクティブ投資へのシフトを表明

していることも留意を要する。 

 

以上を踏まえたうえで、もう一度、四半期開示制度の改廃を考察する上で、「外

国人投資家」の重要性を考える。図表 5においては、四半期開示制度などこれ

まで努力して整備してきたディスクロージャー制度の廃止のために外国人投資

家を呼び込めなくなるのは残念であるとの見解がある。金融庁担当者からも四

半期開示制度の無い日本の市場は外国人投資家には魅力的に映らないであろう

という懸念が表明されている。確かに、そうした側面はあろう。 

 

しかし、個人の投資家の拡大の意義を考察したのと同様に、外国人投資家を日本

市場へ呼び込むことの意義を慎重に検討する必要がある。市場の「流動性」が高

まるとか、アクティブな投資による「モニタリング機能」が高まるとか、従来学

会で用いられてきた抽象的な言語や判断基準を用いて、事態の本質から注意を

そらすことは戒められるべきである。そもそも「経済」の対象となる稀少資産と

しての資金の観点から言えば、国内家計部門の金融資産が余剰しているときに

海外資金を国内に迎え入れる必要性は無い（節 4.4.2. (3)を参照）。別の観点か

ら、1990 年ころまで外国人投資家の部門比率は５％にとどまり、部門間のバラ

ンスを図ることで情報の質や適切な流動性を確保する必要があったとすれば政

策的意義を認めるが、今日に至っては明らかに外国人投資家の売買比率が高す
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ぎてかえって市場の不安定性リスクを増している。海外投資家による売買が多

ければ株価が高く維持されるような印象を発信する識者もみられるが、海外投

資家による株価の上昇は、同様の下落リスクも伴うものである。更に外国人投資

家から期待される企業のモニタリング・規律効果が、その投資のパッシブ化や形

式基準化原因として実質的な効果を期待しえないのであれば、コーポレート・ガ

バナンス上のメリットも限定的である。 

 

上記の形式的なＫＰＩ基準に偏重した投資に歯止めをかけ外国人投資家との

「建設的な対話」を推進するために英文の財務諸表の義務化を検討する向きも

ある。しかし、国内だけでなく海外にも瞬時に情報が伝達されるようにと費用を

かけてＸＢＲＬ化を推進したのは何の為であったか。英文化された情報によっ

て、日本という言語的にも地政学的にもビジネス慣習の上でも特異な環境の中

での企業価値を正しく伝え、建設的な対話を推進することが可能であろうか。ま

た、それを約 3,800社が皆強制されるべきであろうか。「建設的な対話」は確か

に論理的に可能な主張であるが、強制する前に、そのレトリックの本質を見抜き、

実際の効果を注意深くシミュレーションすべきである。「国際言語」たる英語に

よる「建設的な対話」が「言語内在的な価値」59だけに支えられた理想論でない

ことを証明しない限り、その強制は一部のステークホールダーの収入を増やす

ことはあっても、企業に一層のコンプライアンス・コストを強要するものである

（節 3.2.3.参照）。本研究調査は会計ビックバンやガバナンス改革の過程で高じ

た企業管理コストが過剰に累積していることを懸念する。本来、日本の企業の持

続的発展のためと開発されてきた制度が、かえって制度疲労を起こし企業の負

担になってはいないかという懸念である。 

 

更にストックで３割を占める外国人投資家に対する配当は、それが日本に還流

するのでなければ、国内付加価値の海外流出である。高い上場コストを負担した

帰結が、高い配当の海外流出であるとすれば、当初国民経済の発展を企図した証

券市場の役割に背反する可能性が高い。実証データを伴わない推論にすぎない

としても、外国人株主優遇の措置を推進する前に注意的に吟味する必要がある

（限られたデータではあるが節 4.4.2. (3)を参照）。 

 

学問的に純粋に経済学、ファイナンス、会計上の議論に親しんだ者にとって、こ

のような記述は投資理論との矛盾や平等性違反に映ることは理解できる。「外国

人差別」であるとか、「グローバライゼーションに逆行する」とか、「日本の鎖国

 
59 認識論的価値内在性と呼ばれるものである。即ち、そこで使用されている言語をみる限り、このレトリ

ックは「建設的」や「対話」という要素だけで構成されており、「建設的」や「対話」を批判できる者は

いない。したがって多くの聞き手や読者にとって「建設的な対話」はその本質の吟味を経ることなく「良

いもの」と認識されてしまい、適切な議論を欠いたまま推進されてしまう危険性を内在する。 



128 

化」であるというような表現をもって反論を試みる場合もあろう。確かに全地球

規模で長期にわたる大きな流れの中ではそうした主張は成立するかもしれない。

しかし本研究調査書のポジションは６Ｗ２Ｈ＋Ｅを明らかにして、一主権国家

としての日本の 10年－20年程の経済社会政策を前提に議論を進めている。経済

社会政策を進めるうえでは、大きな波や揺れの中に小さな揺り戻しを認めるこ

とは当然であって、これは日本が長期に鎖国に入ることとは異なる。欧州や米国

にあっても特定国からの急激な投資が観察されれば多様な手段をもってこれを

統制しようとするのが常套手段である。仮に真にグローバルで大きな波が社会

に必要とされているのであれば、こうした小さな揺り戻しを超えて先に進むも

のであろう。 

 

本節は外国人投資家について検討であった。この流れを継いで図表 5に述べら

れている「四半期開示制度の改廃は米国をはじめとする諸外国の動向を見て決

定すべきである」とか「四半期開示制度はグローバルスタンダードであるから維

持すべきである」との意見について検討することも可能であるが、これらの点に

ついてはＤＷＧの最新報告書で「制度の見直しをしない」理由としてあげられて

おり、そちらで検討している（第５章）のでここでは取り扱わない。 

 

(5)投資家やアナリストは四半期開示情報を重視しているか？ 

図表 5において、「今の投資家は昔と違って皆プロ化している、少なくとも一定

の教育を受けて投資に臨む機会があるのだから、プロとしての投資家を前提に

制度設計すべきではないか」との意見がある。この節では四半期開示情報の主た

る利用者と考えられている、プロの投資家やアナリストに関して検討する。理論

や 20年前の制度導入理由が期待していたように、投資家やアナリストのモニタ

リングやガバナンス機能により優れた経営者や経営が選ばれ、結果として家計

に余剰していた資本が最適なアロケーションを通じて本邦の経済発展に寄与し

ているであろうか。この点は四半期開示制度の改廃を討議し決定するうえで最

も大切な判断基準であろう。 

 

そのプロとして四半期開示情報の主たる利用者と想定されているアナリストや

ファンドマネージャーは四半期開示制度の重要性を如何に感じているのであろ

うか。本研究調査で独自のアンケート調査を実施した。その詳細については図表 

7にまとめてある。 
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図表 7 アナリストの四半期開示制度の重要性認識 

Av. 3.45;  Med. 3;  Stdev. 1.86 
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まずこのアンケート結果で驚いたのは、四半期開示情報を最も利用しているア

ナリスト・ファンドマネージャー156 人の単純平均が 3.45 でしかなかったとい

うことである。これは筆者の事前の予想と大きく異なった。実は、アンケートで

用いた文言で、トランプ大統領がＳＥＣに四半期開示制度の見直しを要請した

ことや、シンガポールが四半期開示制度の強制を取りやめたことを強調したう

えで、日本ではどう思うかと質問してしまったために、おそらく回答者に「それ

は困る、四半期開示制度はぜひこのまま維持することが大切である」と高い点数

で回答するバイアスを与えてしまったと危惧していたのである。その割には、短

期取引が支配的になっている市場環境で四半期開示情報の主たる利用者たちが、

3.45 というデータを示したのはどういうことなのか、驚きであったと同時に、

丁寧な分析を要する。 

 

本アンケートの「株式投資のコンテキストにおいて四半期開示制度は現行通り

に保持することが大切か」という質問は、本来は回答不能な問いである。なぜな

ら、四半期開示制度を保持するにしても本来は様々な条件付けが必要であるか

らである。またこの質問の解釈も回答者によって様々であろう。しかし、ここで、

あえて質問を単純化し「現行通り保持することが大切であるか」と質問したのは、

一つにはＤＷＧが当面見直しをしないことを表明しているからであり、また、そ

うした状況の中で全体として主たるステークホールダーがどの様なセンチメン

トでいるかを確かめるためであった。そのうえで、回答者が強い思いを抱いてい

るのであれば、上記の「条件」やその他詳細について自由回答欄に記述できるよ

う構成した。自由回答欄に記載された主なものは図表 8 にまとめてある。更に、

そうしたコメントの中から建設的な意見交換ができると思われる回答者とは追

加質問や電話インタビューを行った。 

 

また、本アンケート調査では、事前に公表されているアナリストやファンドマネ

ージャーのランキングを主としたアナリスト・ファンドマネージャーのクラス

分けをしており、そのクラスごとに「四半期開示制度を現行通りに保持すること

が大切か」という点に関してデータを作成しグラフ化している。そもそも、本ア

ンケート調査の意図はランクの高いアナリストやファンドマネージャーが四半

期開示制度をどのように評価しているか知ることであったので、クラス分けは

事前に行っている。ただし、ここでいう「クラス」はもちろん正確で客観性高い

ランキングではなく、何らかの意味でアナリスト・ファンドマネージャーの絶対

的な優劣を示すものでもない。そのようなデータは存在しない。それでも株式会

社日経リサーチによる『アナリスト・エコノミスト名鑑』（2019版）や Webサイ

ト上公開されているアナリスト・ランキング、ファンドマネージャーランキング

に比較的大きいウェイトを置き、業界経験年数、所属団体、所属団体内でのポジ

ション、その他の経歴等を加味したうえでＡ（高得点）からＦ（低得点）にクラ
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ス分けし、それぞれの回答の平均値を使ってグラフ化している。おおよそ何らか

の傾向があるかどうか検討するために過ぎなかった。 

 

しかし、図表 7で見るように、一定の傾向が想定していたよりも顕著に表れて

いる。得点数の高いクラスの方が、現行の四半期開示制度をそれほど必要と感じ

ていない傾向がある。全ての回答者の単純平均が 3.45 である点や標準偏差が

1.86 である点も含めて、以下では Raw データや自由回答欄や追加の質問やイン

タビューを通じて得た回答を参考に、この傾向の詳細について紐解いてゆく。 

 

図表 8 は自由記述欄に寄せられた全てのコメントをそのまままとめたものであ

る。主な分析を３点にまとめる。 
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図表 8 アナリスト・FM らの四半期開示制度に対する意見 

ステータス 解

答 

自由記載 

部長 1 悲観的に記載しがちな日本の決算報告ですので、大きな誤差を避ける意味で頻度は要求されると思います。 

シニアアナリスト 1 

四半期開示の廃止の狙いは何でしょう。四半期開示をやめることで、バイサイド、セルサイドが、長期的な視野で企業を見ることができるのでしょうか。長期的な視野で
見られなくなったのは、アセットオーナーからの短期的なパフォーマンスの要求ではないでしょうか。四半期開示はコストがかかるということであれば、そもそも企業の開
示の意義から考え直すべきです。カバレッジしている企業と四半期ごとにミーティングすることで、企業の変化、業界・環境の変化に気づきます。３ヶ月では大きな変化
はないという意見もあるでしょうが、そんなことはありません。私はむしろ１Ｑと３Ｑについては、２Ｑ、４Ｑと同じような開示をすべきだと考えています。１Ｑ、３Ｑ での開示
をおろそかにして、意味のある分析を阻害しているケースもあります。四半期開示の廃止ではなく、充実、拡充をすべきだと思います。 

チーフエコノミスト 1 投資家に対して説得力のある長期的戦略を構築することと、短期的な四半期開示は矛盾しないと考える 

企業調査部員 1 既に企業が四半期開示に対応しており、季節要因分析や株価の反応なども四半期発表に対応している。四半期開示をやめることのメリットは感じられない。 

エグゼクティブ・デ
ィレクター 

1 
業種に因るかと思いますし、基本は通期決算がもっとも重要だと思います。また四半期ディスクロに係るコストの問題もあるかと思いますが、四半期開示しているグロー
バルピアとの比較においては最重要ＫＰＩは投資判断に必要だと考えております 

マーケット・アナリ
スト 

1 
個人投資家が企業についての情報を知ることができるのはほぼ決算のみであり、それが６ヶ月に１度または１年に１度となると頻度として少なすぎるように思います。ま
た、ご質問の趣旨とは少しずれますが、日本の決算短信のフォームは業績の累計値のみしか発表しませんが（例えば第３四半期決算なら９ヶ月分）、それはおかしい
と思います。米国のように累計値+直近３ヶ月の数値を公開すれば比較もしやすく、投資判断に役立つように感じます。 

チーフアナリスト 1 

もし四半期開示がなくなり半期開示になった場合、会社側の将来見通しを投資家、アナリストが足元の数字に基づいて吟味することが難しくなります。投資家、アナリ
ストが合理的に会社の将来の業績予測を行うことも難しくなると思われます。決算と決算の間が半年空くことは今の時代では長すぎると思います。その結果、会社側が
出来もしない業績予想、ありもしない将来予想を出して株価に対して非合理的な影響を与えることを防げなくなる可能性があります。あるいは、アナリスト、投資家側
が、あり得ない業績予想を出して株価の吊り上げ、売り崩しを行うことも防げなくなる可能性があります。このように、四半期開示を止めることは、上場企業、投資家の
双方にとって、大きな損失になると考えます。株式市場に不必要な混乱が生じる恐れがあります。企業経営が短期的視点に偏ったものになるという批判が四半期開
示にはあると思いますが、そもそも多くの企業経営者は月次業績について経営幹部や社員に対して厳しく目標達成を求めているはずです。四半期決算の好不調に対
して鈍感な企業経営者は少数派と思います。 

ストラテジスト 1 
四半期という情報ポイントが収益源です。内容ではありません。マーケットがそれでお金儲けをすることを許してくれる以上、そう行動することが合理的で、そこで形成さ
れる価格も合理的です。 

セクターアナリスト 2 
小売りや鉄道のように月次を開示する企業は四半期開示の必要がないと思いますが、半年に一度しか情報開示がないとなると決算時の株価のボラティリティが大きく
なりすぎると考えています。また、日系企業の場合はこれに乗じて半期公表の場合でも開示が悪くなる企業が増えるのではないかと思います（特に中小型）。 

投資調査部次長 2 アナリストが投資判断や目標株価を変更できる機会が年２回では少ないろ [ママ] 考えるため 

シニア・エコノミスト 2 
四半期業績は短期的に振れ易く、季節性もあり、その開示が必ずしも全ての企業にとって最適とは思わないが、企業自身が最新の経営環境をマーケットに対して説
明する機会を提供するものであり、市場参加者にとって有益な情報が含まれる。また、主要国の金融市場において四半期開示が一般的である点を鑑みると、我が国
資本市場のみが四半期開示をしない場合、海外投資家の信頼を損ねかねない。 

主任研究員 2 
企業経営者にとって短期的な業績を優先する経営判断のインセンティブを与えてしまうリスクはあるものの、企業のガバナンス遵守にはタイムリーな情報開示を伴う説
明責任が必要だと考えるから 

エグゼクティブ・ 
ディレクター 

2 

基本的に四半期開示は重要だと思います。理由は、タイムリーで適正な株価形成が行われやすい、企業と投資家・アナリストのミスコミュニケーションが生じにくい、な
どです。//事業会社の作業負担が重荷、短期業績に一喜一憂しがち（ただし、投資家の一部はアルファ創出のための機会と捉えれている）、などから、四半期開示を
避けたいという意見はあると思います。//企業が重要な内容をタイムリーにディスクローズする前向きな姿勢をコンスタントに取れるのならば、四半期開示の必要性は
少なくなると思います。//ただ、四半期開示がなくなった場合、企業が前向きに情報開示を行わなければ年度決算、半期決算などでサプライズが出やすい（株価へ

（メリットについては青色；財政的負担については緑色；中長期的帰結については茶色） 
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の織り込みタイミングが歪む）、フェアディスクロージャーの観点（企業と投資家・アナリストのコミュニケーション）で新たなルール作りが必要となる、などが考えられま
す。// 思いつきですが、よろしくお願いします。 

企業調査部  
シニアアナリスト 

3 きめ細かく企業業績をフォローするには有益だが、四半期では会計上のぶれも多く、実態を意外に示さないこともあるので 

取締役・ 
首席エコノミスト 

3 
経済・産業の動きが非常に速くなるなか、四半期ごとの開示は必要性が高いと思われます。一方で、これが投資家には「材料視」され、株価の動きがぶれやすくなる
ことは、長期資産運用をはかる投資家には不安要素として働いてしまう点はマイナス要因かと思います 

調査部員 3 メリットは四半期ごとに企業業績の進捗状況をチェックできる点。ただ四半期業績にこだわりすぎると、中長期の成長性を見失うリスクも 

企業調査部員 3 成長期の企業は四半期で状況が変化する場合が多いため四半期決算は必要。一方四半期で大きな変化のない企業、業種もあり、それらでは必要ないと思われる。 

企業調査部  
シニア・アナリスト 

3 あれば便利。但し膨大な作業が発行体、市場側（アナリスト等）に発生することと見合っているかは正直疑問。なくしてもよいと思います。 

企業調査部員 3 
四半期開示はある程度有用と考える。が、マネジメントが短期の業績や業績の見栄えに拘るとかえって企業価値を棄損するおそれがあると思う。要するに、マネジメン
トは長期ビジョンという地図を示しながら、現状がどの地点にいるかを語れることも併せて必要になると思う。 

シニア・エコノミスト 3 
四半期開示の弊害（企業の負担や、過度に四半期毎の収益に拘る経営を助長する）は十分に理解していますが、一方、投資家の観点では企業の現状を把握する
重要な機会なので、敢えて言うならば必要と考えます。弊害を削減するべく、長期投資を促進する制度や投資家教育を充実するのが、先ずは重要と考えます。 

エグゼクティブ・ 
ディレクター 

3 業種次第だと思います 

代表取締役会長 3 
トランプ大統領同様、投資家や経営の短期志向を助長する。通期、中間期で問題なし。(注： 回答番号と自由記載欄のコンテンツに整合性が無いように思われるが
このまま掲載) 

ストラテジスト 3 四半期開示が経営の短期志向を助長する点は問題ですが、投資家には進捗確認のためのタイムリーな情報開示も必要と思います 

取締役 3 四半期開示により、投資家の目線が短期業績に向く傾向が加速することによる弊害がある一方、業績動向をより正確に把握出来るメリットも存在する。 

主席ストラテジスト 3 

正直なところ、日本株市場内に限定したトップダウンのロングショートの観点では、四半期でも半期でも年次でも、インターバルは特に気にしません。私のような計量分
析を行う人間にとって、何よりの懸念はデータの非連続性が発生することです。今まで四半期ベースで利用できていた財務・会計のファクターが半期または年次でし
か使用できなくなるため従来までとデータの持つ重みが異なってくること、そしてそれを一律で同時に全企業に強制で適用しなければ企業の横比較も困難になることで
す。そうなると、財務データや決算データの持つ価値自体に歪みが生じ、トップダウンのファクター分析が困難になります。時系列、クロスセクションの双方に支障をきた
す可能性があります。ただ、デメリットだけではなく、インターバルを四半期を半期へと長期化させることで、現在の株式市場が失っている投資のアルファが復活する可
能性を秘めています。周知のように、現在の株式市場はアルゴリズムや HFT に代表されるように、情報の非対称性が消えつつあります。投資の公平性の観点ではもち
ろん情報格差は無い方がいいのですが、過度な情報の共有化はミスプライスを消失させ、企業分析の価値そのものも失われ、長期的な投資の視点も消えつつあるの
が現状です。現在の世界的な投資スタイルの潮流は「超短期・長期投資」の二極化です。これらは両立せず、前者は決算情報はイベント性のモメンタム投資としての
性格しか持たずインターバルは関係ないことから、後者を考えれば情報開示の頻度を長期化させることは悪いことではありません。ただし、日本株市場全体への影響
を考えた場合、最終的には日本株の株式価値を棄損する可能性が高まります。理由は単純で、バリュエーションのプレミアムは期先の業績予想の信頼性とボラティリ
ティで決まります。日本株市場の PER、PBR が先進国の中で突出して低いことは有名で、その要因は高いシクリカル性によるプレミアムの減退ですが、これにさらなる
情報の不確実性が加われば、今以上に海外投資家から嫌われ、すでに大きく劣後している日本株のアンダーパフォームが加速することになるのは明白です。 

チーフエコノミスト 3 
投資家の観点からすると企業業績およびアウトルックについてきめ細かい情報提供がなされることは有益。一方、それが原因となって企業の意思決定ひいては企業
行動が過度に短期化することがあれば本末転倒と思われます。現時点では、「きめ細かい情報開示」の利点を意識して四半期開示の便益があると考えています。 

客員アナリスト 3 アナリスト的には収益環境の変化が数値データとして把握できるため、あったほうが好ましい 

エグゼクティブ・ 
ディレクター 

3 
お問い合わせいただいた件についての回答は 3 です。多くの日本企業の経営陣は、欧米の先進的な企業と比較して、資本市場とのコミュニケーションが質、量とも不
足しています。四半期開示により経営が短期的な視野に陥るといったような旗印のもと、四半期開示が後退すれば、ますます資本市場とのコミュニケーション能力が
低下していくことを危惧します。 

シニアアナリスト 4 業種や事業特性により四半期業績に意味をなさないものがあるため。年度末集中型や個別案件の採算により利益が変動する場合など。 



134 

企業調査部員 4 四半期で業績トレンドを把握したいと思っている一方で関連の事務作業やコストなどを考えると見直しの検討は必要であると考えております。 

主任研究員 4 タイムリーな情報開示という点では良いが、四半期ごとに利益の出方に明らかな傾向がある点などを考えると、理想論でしかないように思う。 

調査部 部長 4 
適時開示の面では有益で、企業からの情報提供や会見が増えたことはメリットだが、デメリットもみられる。具体的には、半期開示当時より、開示内容が減少したことに
加え、企業及び投資家が短期的な業績を重視するようになり、設備投資や研究開発、人材育成がおざなりになりつつあるようにみられる。特に、デメリットは過去終身
雇用制を維持してきた日本企業に表面化しているのではないか。背景には少子高齢化の進展で国内市場の先行きが暗いことも大きい。 

マネージング・ディ
レクター 

4 
運用担当者からすれば、投資先の企業の情報が多いに越したことはないが、四半期開示制度自体が企業の負担になる可能性もあり、スタートアップ企業等の上場を
難しくさせ、市場の活性化の足かせとなることが懸念される。 

シニアアナリスト 4 

四半期決算の必要性は業種によって大きく異なります。例えば、売り切りで輸出依存度が高い業種については一定の意味があると思います。しかし、内需依存度が高
く、ストックビジネスの比率が高い業種は、不要もしくは、ネガティブに働いています。四半期決算開示によって、開示される情報が大幅に増加し、投資家が四半期の
決算のチェックに忙殺される様になりました。この結果、中長期的な議論をする時間が少なくなったと嘆いている投資家も少なからずいます。また、海外に比べてリスク
を取る投資家が少ない日本市場では、細かな業績乖離が大きな株価変動になる傾向が以前より強まったと感じています。一方、海外に比べて保守的な日本の経営
者も短期的な株価変動やそれに伴う投資家の批判を恐れて、短視眼的、すなわち業績を作りにいく企業も少なからずあり、中長期的な視点が失われつつあると思わ
れます。例えば、研究開発費が減少傾向にあるのもその一点です。海外に比べて、投資家も経営者も保守的な日本市場において、海外と同様か、もしくはそれ以上
細かな四半期決算を要求する現在の風潮は、日本の中長期的な競争力を削ぐ一因になると思われます。もし四半期決算開示を維持するので、それと同等かそれ
以上のリスク教育の施策を投資家、経営者に実施する必要があると思ってます 

ヴァイス・ 
プレジデント 

4 
私のカバーしている内需株（不動産、建設等）においては、３ヶ月間で業績の実績・見通しが劇的に変わることは稀であることから、実際のところ四半期決算は無くても
差し支えありません。一方、セルサイドアナリストとしては、３ヶ月毎に投資家とディスカッションするきっかけになることから、商売の観点からあった方が良いと感じており
ます。 

シニア・ 
ストラテジスト 

5 
四半期という短い期間で、必ずしも業績の方向性を企業側は発信、株主、投資家、アナリストは受け止め見出せるとは思えない。また、企業、アナリスト双方ともに以
前のような半期から四半期開示となり、業務が煩雑となりコストも増え、費用対効果でバランスが良いか疑問があるため 

エグゼクティブ・ 
ディレクター 

5 
ＰＭ/アナリストなどが四半期ごとの決算を追っかけるため、長期的投資を妨げていると思われます。四半期決算の投資は、コンセンサスがどこにあるか？どれくらい織
り込まれているか？ポジションがどれくらいあるか？というような受給のインパクトが大きいため、会社の本質的な価値の評価が実現するまでの間の大きなノイズとなっ
ています。ただ同時に、こういったノイズがあることでクオンツやトレーディング主体のプレイヤーに投資機会を提供しているともいえます。 

主任研究員 5 長期的なリターンよりも短期的なリターンを重視するステークホールダーに相対的に有利となる制度と考えられるため 

シニア・エコノミスト 5 経営者が長期の視点で投資や研究開発を行いにくくなる 

リサーチ＆ストラ
テジー・ヘッド デ
ィレクター 

5 
売上高･営業利益などの基本数字の推移は四半期決算で確認できる方が市場にとってメリットが大きい。ただこれまでのようなフルでの四半期業績開示はコスト高な
ので廃止や簡素化の議論はあってよい。「生産性向上」が叫ばれる中、上場企業の管理部門だけが肥大化し続けている印象がある 

シニア・アナリスト 5 企業マネジメントの経営戦略、投資家の投資視点がどちらも短期志向になることが懸念されるため 

インベストメント・ 
ディレクター／ 
取締役 

5 

必ずしも上場企業のＩＲに関する詳細を分析したり考察したりする立場には居りませんので、株式市場への意味合いや政策論としての制度の良し悪しというような観点
での印象論であることをお断り申し上げます。上場企業である以上、投資家に向けた積極的な情報開示は自主的な義務として捉えられるべきことで、消極的な企業
があれば、制度として積極化を促すことは望ましいことだと考えられます。しかし、取引所の自主規制ルールとして強制的に義務化する場合、やはり開示するべき内容
の選択や方法を精査することは非常に重要だと思われます。消極的な企業は義務化されても形式的な内容だったり、場合によっては一部で懸念されているように「近
視眼的な利益調整という副作用」などにつながることもあり得るのでしょう。取引所という公共財のルールが株式市場における取引にとって問題を生じることになりかね
ない内容では、本末転倒になってしまいます。繰り返しになりますが、そもそも論としては、上場企業である以上、積極的な情報開示自体が大切であることに疑いはあ
りません。当たり前すぎる意見かもしれませんけど、制度自体を存続させるか廃止するかという点より、何が開示されるべきなのかという点のほうが重要だと考えます。
開示自体が必ずしも良い内容でなかったり、却って悪影響がありそうな内容なのであれば、もちろん、そのような制度は大切ではないということです。 

アナリスト 5 
中々回答が難しい質問ですが、回答は 5 でお願い致します。理由は、私が担当している鉄・非鉄業界では(特に鉄)、ビジネスの習慣上(訴求的に価格が修正される
等)、性質上(在庫評価等)、四半期での業績の変動は非常に大きくなり、簡単には前四半期対比、もしくは前年同期比が簡単ではありません。また上記理由(比較が
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難しいにも関わらず)から、短期的な株価の変動に注目がいきすぎてしまっている市場の動向もあり、我々セルサイドの仕事も短期的な目線が重視されてしまっている
(もしくはそういった人が多い)ことも意味問題 [まま] かと思います。一方、年に１-２回の決算で十分市場にタイムリーな情報が公平的に伝えられるかと言うと、それも
難しいと思います。また流動性の視点から考えても、必ずしも短期的な見方が悪とも言えません。半期決算ベースに一旦戻してやってみるというのもトライアンドエラー
ですので、何も変えないよりいいかもしれません。よろしくお願い致します。 

執行役員  
チーフ・ 
ストラテジスト 

6 
四半期タームの話ではなく、もう少し長期での計画等を話すべきである。日経平均株価など、30 年以上前の株価水準をうろついている日本株式にとっては、目先の
四半期の数値などより長期的なビジョンの方がよっぽど大事。投資する側も、短期の収益の実績など気にせずに投資している。というか、人口動態的にもさらに少子高
齢化が加速する中で、金融財政の出動余地のない日本株式など、ほとんど投資対象としていない。 

グループ・ 
ファンド・ 
マネジャー 

6 

情報開示は、一般に株式投資に資するが、企業価値を損なうまでの過度な継続開示を強要すべきではないと考える（これは、開示の「対象期間」のみならず、開示
の「項目」にもあてはまると考えている）。連結財務諸表及びガイダンスの作成、内外開示は、企業経営にあたえる直接的な負荷が大きい。これに加え、三カ月おきに
開示のタイミングが到来することから、経営、営業、事業の意思決定において、長期的な企業価値向上への取り組みを劣後させるインセンティブとなってしまう可能性
がある。ＩＲにおいても、議論の時間軸が短期化する傾向があろう。他方、市場の株価形成にとっては、四半期開示は情報の流通量と速度をあげることから、ボラティリ
ティを抑制する点でメリットがあるとみている。精度高い開示が、高い頻度で、一定形式のもとでなされることにより、出来高も年中おしなべて安定的に生じる可能性が
ある。したがって本件のポイントは、市場が企業に対して、企業自らのコスト負担でもって、どこまで精緻に開示を強制させるべきか？それはメリットデメリットネットネット
で、有価証券の価値を高めるものか？という視点で検証すべきことではないか。たとえば、小職は長期的な企業の成長に期待して投資を行うフィロソフィーのため、「短
期的にはボラティリティが上昇するものの長期的にはリターンが上昇する施策」として四半期開示の廃止は歓迎したい。また、短期的な情報開示の劣化により株価形
成がボラタイルになる点に関しては、別途、開示を増やすことで対処することもできるのではないかと考えている。 

専務理事 エグゼ
クティブ・フェロー 

6 企業の行動を近視眼的にするという弊害が大きい 

シニア 
ストラテジスト 

6 欧米でも廃止の方向にあり、四半期ごとに行う有効性は感じられない。会社側やアナリストに無駄な労力をかけているだけ 

シニアアナリスト 6 

四半期別開示は、企業の事務負担（ＥＳＧやＳＤＧＳ、英文化）を増やしている。企業はコンプライアンスにのっとり成長すべきで、事務負担が増すのは良くない。大企
業は人材が豊富なので、問題ないが、中堅以下の成長過程にある企業の活力をそぐ事務負担増加はよくない。また四半期決算により年間約４か月間取材ができな
いサイレント期間がうまれた。アナリストや投資家にとって重要な取材や工場見学ができる期間が減少した。企業、投資家、アナリスト、アナリストを支える人たちの負担
がふえメリットはないと思う。 

上席研究員 7 経営の視点が短期化し、弊害の方が大きいと思料するから 

シニアアナリスト 7 

我が国の四半期業績開示は大幅に簡略化されており、各社の長期業績や方向性等を予想する上で殆ど役に立たない場合が多いと判断する事から、長期保有を旨
とする本来の｢株式投資｣の観点からは同制度は殆ど無意味と判断する。同制度が適切に機能するためには、米国の Form-10 にみられるような、会計年度末と同等
以上の、監査を伴った情報開示が必要と考えるが、これは情報開示コストの観点からは現実的ではないと判断する。四半期業績開示が過度に簡略化された現状に
おける同制度の意義は、1.高頻度取引(ＨＦＴ)を含む短期及び超短期の売買件数を増加させ日本取引所グループの取引量シェア確保に貢献する、2.このような超
短期及び短期の投機を活性化させる事を通じベータを高め株式リスク・プレミアムを上昇させ債券相場を高値安定させる、並びに、3.アナリストや会計士等のプロフェ
ッショナルの仕事量を増大させると共に仕事を平準化させる、等に限定されると考える。これらはいずれも効率的な経営資源の配分に対する貢献が限定的な事項と
判断する。 

シニアアナリスト 7 短期的な要因でぶれることが多いので、株価に悪影響 

チーフアナリスト 7 

僕は７ですね。まあ、本物の投資をするのであれば、四半期なんて関係ないことは誰でもわかっているわけで。ただ、市場の構造がそうなってしまっているので、皆さん
が短期超短期で稼ごうと思うのは仕方のないことですけど、僕はそういう投資家になりたくないということです。こうした構造を助長していることを知りながらこうした制度を
木 [まま] 伸びさせようとする金融庁は分かりません。何か裏があるのでしょう。○○○○ [id-blurred] 証券とか外資系の○○○〇 [id-blurred] とか金融庁にお願
いしているのでしょう。四半期のために企業が支払っている金額、試算してみることをお勧めします。 

調査部長 ７ 
お電話差し上げたく存じます。（電話：四半期開示制度のみならず、多くの制度が社会や企業の実質的な成長やイノベーションを後押しする制度になっていないことを
力説される。また、そうした制度の失敗を利用して収益を上げる投資家やアナリストが支配的になっていることで、将来に失望しているとのこと。） 
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このアンケート調査（特に図表 8）の解釈として、まず初め（１点目）に、四半

期開示制度が、企業に多大な負担を強いているという点は、回答された点数にほ

ぼ関係なく、広く認識されている（この点については緑色で色付けしてある）。

四半期開示制度を維持すべきとの立場の一部は、そうしたコストは当然のもの

とするが、大多数は四半期開示制度を維持すべきとしつつもそのコストの高さ

を懸念している。この点については既に節 3.2.1.で述べた。 

 

追加の聞き取り調査で、大手投資銀行に所属するファンドマネージャーは以下

のようにコメントした。 

 

四半期のＰＬ・ＢＳを見たって何が分かるっていうんですか？上場会社みんな

であんなにお金をかけて、すごい時間かかってるでしょ、あれね。僕ならね、

四半期をやる代わりに、そのお金を使って、年３回、まあ、２回か、本決算と

半期は必要だから、年２回、部長級の人たちだけで集まって、一日温泉旅行に

行きますよ。何もアジェンダを決めないでね、自由に長期的な方向性を話し合

うっていうか、夢を語るっていうかね。僕だったら、そういう会社の方に投資

したいですよ。 

 

我々だって夢を作る仕事をしたいわけでね、四半期で利ザヤを稼いでたって何

にも面白くないですよ。・・・いろいろ御託を並べますけどね、当たった、外れ

た程度のもんですよ、基本的には。仕事としてやらされてるだけでね、マーケ

ットがそうなってますからね。・・・ プライドなんて何もないですよ、世の

中、投資家なんて言うと偉そうに聞こえますけど、本人たちが一番わかってま

すよ。 

 

前半の部分については、以下２点目にみるように、投資家・アナリスト側だけの

事情を見れば、情報はあった方が良いだろうが、企業側にしてみれば、コストに

見合った積極的なメリットをもたらすような制度としては最適な設計が行われ

ていないことを示している。後半も、実は四半期開示情報を基礎にトレーディン

グしなければならないような状況は投資家にとっても好ましいものでないこと

が表明されている。後者、投資家業に関する遣り甲斐とか意義とかプライドにつ

いては節 3.2.4でまとめて取り扱う。 

 

２点目に、どのような意味・内容においてであろうと四半期開示制度がもたらす

と考えられているメリットについて青色でハイライトしている。１或いは２を

付けた回答者（即ち四半期開示制度が大切であると感じている回答者）を中心に、

そのほとんどが、アナリスト、投資家サイドにしてみれば、「The faster the 
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better, the more the better」、より早く、より頻繁に、よく多く情報があれば

それに越したことはないという直観に従った反応であって驚きには値しない。

変化の早い経済（や成長期の企業）では早期の確認が必要であり、早期の進捗度

のチェックに越したことはなく、頻繁なコミュニケーションとガバナンスの機

会があった方が良い、こうしたことは半年に一度では十分ではないとの意見が

多い。 

 

しかし、こうした四半期ごとの開示によるデータの収集分析により、アナリスト

や投資家が企業側にどれほど本質的なモニタリングやガバナンス機能を果たし

ているか、という点についてはほとんど深い考察がみられない。この点について

は、アナリストや投資家自身の言葉に従えば、「あれば便利」、「アナリスト的に

は収益環境の変化が数値データとして把握できるため、あったほうが好ましい」、

「投資家の観点からすると企業業績およびアウトルックについてきめ細かい情

報提供がなされることは有益」、「きめ細かく企業業績をフォローするには有益

だが、四半期では会計上のぶれも多く、実態を意外に示さないこともある」程度

の説明にとどまり、本質的な分析や経営指南に役立っていることを示す証拠は

殆どみられない。 

 

逆に「四半期決算開示によって、開示される情報が大幅に増加し、投資家が四半

期の決算のチェックに忙殺される様になりました。この結果、中長期的な議論を

する時間が少なくなったと嘆いている投資家も少なからずいます」とか、「四半

期決算により年間約４か月間取材ができないサイレント期間がうまれた。アナ

リストや投資家にとって重要な取材や工場見学ができる期間が減少した」とコ

メントする者もいる。四半期開示制度が導入されてから、情報過多、消化不良、

実質的な対話や分析の機会の減少が起きているというものであった。この点は、

かつて証券アナリスト協会のディスクロージャー研究会の座長を務めた松島憲

之氏の見解とおおむね一致する（証券アナリスト協会 2012）。 

 

その他、四半期開示制度の利点として、流動性を高め、ボラティリティを抑え、

適切な価格形成に資するとのコメントは散見される。しかし、こうした点につい

ても、アナリスト自身からの反論が見られる。即ち、日本においては、ほんの少

しコンセンサス予想から乖離しただけでそれに対する反応が強く、そこで形成

された価格が何らかの意味で「正しい価格」でも何でもなく、「会社の本質的な

価値の評価が実現するまでの間の大きなノイズとなっています。ただ同時に、こ

ういったノイズがあることでクオンツやトレーディング主体のプレイヤーに投

資機会を提供している」との見方がある。同様の見方として「セルサイドアナリ

ストとしては、３ヶ月毎に投資家とディスカッションするきっかけになること

から、商売の観点からあった方が良い」とか、「高頻度取引(ＨＦＴ)を含む短期
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及び超短期の売買件数を増加させ日本取引所グループの取引量シェア確保に貢

献する」という見方も示されている。もちろんこうした意味での便益は当初制度

を導入するうえで正当性を与えた便益ではない。 

 

或るストラテジストは「四半期という情報ポイントが収益源です。内容ではあり

ません。マーケットがそれでお金儲けをすることを許してくれる以上、そう行動

することが合理的で、そこで形成される価格も合理的です」とする。ファイナン

ス理論を極端に単純化して「流動性は高い方がいい」、「ボラティリティは低い方

がいい」、「流動性の高い市場で決定される価格は適正価格である」といった理解

が横行しているが、ここで形成された合理的な価格が本来ファイナンス論が想

定していたような投資先とのインターアクションを通じて経営に資するような

シグナルとして十分機能している証拠は確立されていない。 

 

更に、回答者の属性に従い、いわゆる個人投資家が主たる顧客層である五大ネッ

ト証券会社に所属するアナリストらの回答値を集計すると、平均値は 2.18であ

り、これが全体の平均値を引き下げている。詳細を見ると、ネット証券系会社の

役員で、社会・公共的職務を積極的にこなす回答者が一人含まれている。同氏は

四半期開示情報の有用性に高い疑問を示し、これが平均値が１点台に下がるの

を阻止している。一般にネット証券会社にとっては四半期開示が情報ポイント

として収益に大きく貢献していることは知られており、この意味で本調査の数

値も当然影響を受けている。この結果は多くの個人投資家が四半期ごとの開示

を情報ポイントとして比較的多くの取引を展開していることと関係しているこ

とは想像に難くない。 

 

３点目として、多くの回答者が四半期開示制度の中長期的な帰結について言及

している（該当箇所は茶色で色付けしてある。表の最初の方では茶色が観察され

ない点も注目）。この中長期的な帰結に関しては、アナリストや投資家サイドに

対する影響よりは、企業行動に関する懸念が多い。この点には４以上の点数を付

けた回答者だけに限られない。1或いは２を付けた回答者の中にも、四半期開示

制度が経営の短期的傾向を誘発するのではないかという可能性については認識

しているものが多かった。このアンケートを通してはその具体的メカニズムの

詳細に踏み込んで説明しているものは少ないが、３ヶ月ごとの決算の見栄えの

ために、利益操作的な行動がみられたり、費用のかかる投資行動を抑制すること

が懸念されている。 

 

まとめるに、アンケート調査の平均値 3.45をどのように解釈すべきであろうか。

もっとも単純に、１（現行の四半期ごとの開示は極めて大切）から７（全く不必

要）のスケールで測れば、真ん中（４）よりも少し下で「大切さ」が結論されえ
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ようが、その「大切さ」の程度は高くない。しかも、これは、四半期開示制度を

最も重視することが想定されている投資家やアナリストに対するアンケートに

おいてである。また、その「大切さ」の内容は当初制度が予定した、本邦経済の

発展に資する本質的なモニタリングやガバナンスの基礎としての大切さよりは、

情報公開の頻度そのものに起因する利益機会を求めての大切さであることが多

く、制度が積極的に保護の対象とするべき性質のものではない。 

 

(6)四半期開示情報は投資やR&Dの量と質を改善しているか？  

節 3.1.1.でみたように、四半期開示制度導入時に経済やファイナンス理論とも

整合的に政府が期待していたのは、投資家やアナリストのモニタリングやガバ

ナンス機能により、優れた経営者が選ばれ、資本の効率的なアロケーションが行

われることにより（しかもこの時の資本のアロケーションとは、一義的には、国

民の金融資産を企業の直接金融として注入するという意味であった）、望まれる

研究開発（Ｒ＆Ｄ）や事業投資が進展し、持続的な企業価値の増進と国民経済の

発展が図られるということであった。現在でも四半期開示制度の維持を望む政

府や研究者や実務家はこの論理をもってディスクロージャーの充実を主張する。

しかし直接証券市場に投入された資金は国内の家計金融資産よりは海外資金が

顕著である（この点については第４章で詳説）。前節のアナリストやファンドマ

ネージャーの言葉からは、企業との間に建設的な対話や経営アドバイスが十分

に生じているような様子は窺われず、アナリストやファンドマネージャーの直

接的な行為としては十分なモニタリングやガバナンスの推進が図られたとは言

い難い。海外投資家による建設的なモニタリングやガバナンスが進展している

ケースも極めて限定的である。 

 

それでも、One Additional Lineの場合もそうであったが、投資家やアナリスト

側が直接的にそうした機能を果たさなくても、ディスクロージャー制度の存在

自体が経営者に圧力をかけ経営行動を改善している可能性は十分にある。その

際、投資家や株主は実質的にフリーライダーとして最小限の努力で利益を享受

することになるが、それ自体は法律上の立場に付随する既得権として直ちに責

任を問える問題ではない。ただし、制度の評価及び再設計の観点からは、アナリ

ストや投資家の行動が誘発する経営行動の帰結を中心としながらも、他のステ

ークホールダーに与える影響、またステークホールダー間の公平性も加味した

うえで注意深く検討する必要がある。 

 

以下ではそうした観点から、四半期開示制度が導入されたことを要因として、経

営行動がどのように変化したか検討してゆく。その中でも我々は特に「将来に対

する投資活動（研究開発投資や新規事業投資）」≒「広い意味での技術」≒ 経済

成長会計における「技術革新 Ａ」がどのように変化してきたかに関心を寄せる。
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ここで「将来に対する投資活動」に注目するのは、一般に経済成長の３大要素は

「資本（資金）Ｋ」・「労働 Ｌ」・「技術革新 Ａ」とされるが、四半期開示制度の

下の経営がどれだけ「技術革新」に貢献してきたかを検討したいのである。残り

の「資本」と「労働」については第４章で取り扱う（ただし「資本（資金）Ｋ」

についてはマクロ的に増加していない現状について簡単に触れる）。 

 

この分野は活発な学術研究が行われてきた分野である。ある会計や財務制度が

事業やオペレーションに与える影響は「リアル・エフェクト（Real Effect）」と

呼ばれ、数々の実証研究が盛んになされてきた。四半期開示制度のコンテキスト

で頻繁に引用されている研究には、近年の欧州企業を対象としたエルンストベ

ルガー et al.（2017）や 1950年から 1970年代の米国企業を対象とした Kraft 

et al.（2018）がある。本研究調査はこうした研究方法及び結果を強く支持する

ものではないが、これらは欧州及び米国というメジャーな経済域で、半期報告制

度から四半期報告制度への移行が、企業の投資行動を抑制し長期のパフォーマ

ンスを棄損するショートターミズムを生じていることを実証的に示した研究と

して多くの注目を集めている 60。プリンシパルとしての投資家や株主のモニタリ

ングがより頻繁になれば、この期待を満たそうとエージェントとしての経営者

が短期な利益を追い求める結果、経営判断が近視眼的になり、長期的には利益の

拡大をもたらすはずの投資行動を抑制してしまうとの結論である。これは先の

『ケイ・レビュー』（2012）で懸念されていたことの実証で有ると考えられてお

り、またＥＵが四半期開示制度を廃止した正当な理由を示しているとも主張さ

れる。 

 

これに対し真っ向から異議を唱える理論も成立する。そもそも、プリンシパルと

しての投資家や株主から厳しいモニタリングを受けなければ、エージェントと

しての経営者は難しい経営判断を先延ばしにし、リスクを伴う積極的な投資行

動をとらず、長期的な利益率を棄損するという見方・仮説である（既出の「Quiet 

Life」仮説、或いは「平穏な生活追求」仮説と呼ばれるものである）。四半期開

示制度とは少し異なるコンテキストであるが、こうした見方を米国企業をベー

スに実証した研究としてバートランド,ムライナタン（2003）がある。「公共政策

として敵対的買収防衛策が設けられた場合」というコンテキストで、買収の危険

性が少ないために投資家や株主の規律機能が十分に機能せず、経営者は投資家

 
60 多くの論文で「報告頻度の増加によって」という概念・言葉が用いられるが、これは誤りである。報告

頻度の影響を調べたいのであれば、６ヶ月に一度から３ヶ月に一度になった事例だけに依拠して結論付

けることは誤りである。年に３度、４ヶ月に一度というオプションもあれば、２ヶ月に一度というオプシ

ョンもあるが、こうした例を調べていないのはいわゆる実証主義研究の手法が実際にあるデータを統計

的に加工することでしか対応できないからであり、最適制度設計を研究するには制約が多すぎる。節

3.2.2. (1) 参照。 
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や株主の利益を最大化するよりは Quiet Lifeを追求し、生産性も利益率も低下

したことを実証したと解釈されている。 

 

四半期開示制度導入のコンテキストにおいて検証したものとしては ポーゼン

ら（2017）が挙げられる。これは英国における特殊な制度変遷事情を利用して、

2007 年に四半期開示制度が強制される前から自主的に一定の開示を行っていた

企業 224 社と 2007 年以降に強制開示を始めた企業について、投資（資本支出、

研究開発費、設備金額）のレベルに関して統計的に有意な差違があるか否か検討

したものである。また、周知のとおり 2014年からは強制四半期開示制度が廃止

されたので（節 3.1.2.）、今度は 2014 年後に例えば投資が増えたか否かについ

ての検討を行っている。その結果は、2007 年の強制四半期開示制度の導入によ

って長期的な投資の増減に関する統計的に有意な差は認められず、また 2014年

の強制四半期開示制度廃止によっても長期的な投資が増えたとの統計的に有意

な差は認められなかったというものである。 

 

ポーゼンら（2017）はこの結果をもってＥＵが 2014年に四半期報告制度を排し

て半期報告書制度に戻したことは企業のショートターミズムを是正する措置と

しては有効でないとする 61。もし為政者が企業に長期的な視点での経営を行わせ

たいのであれば、四半期開示を取りやめるだけでなく幅広い制度改正が求めら

れるとする。本調査は、ポーゼンらの結論の後半部分については同意するものの、

前半については十分な検討が未了である点と、実証データから導かれる結論の

不整合性も指摘する。例えば、投資の「量」（金額）に統計的な差がなかったと

しても、その「質」はどうであるのか何らの検討も加えられていない点は、研究

が著しく未了である（この点については本節後半で補完する）。また、社会的コ

ストを伴う強制四半期開示制度によって政策目標であった長期の投資が増加し

ていないことが判明すれば、制度強制前の原状回復を図るのが原則であり、この

意味ではＥＵの決定は整合的である。 

 

危惧されるべきは、日本ではこの研究成果を時空を超える真理のように引用し、

本邦政策議論のなかで「四半期開示制度がショートターミズムを誘引している

証拠がない」とし、同制度継続の根拠とする論調がみられることである。節 3.1.2.

で見たように、英国と日本では四半期開示制度の内容に大きな隔たりがある。独

立性の高い法域としての日本の全上場会社約 3,800 社が財務諸表を中心とする

 
61 同論文ではまた、四半期開示制度が経営者のフォーカスを３ヶ月ごとのパフォーマンスに集中させる

という理屈であれば、半期開示制度に戻したところでそれを６ヶ月にするだけでショートターミズムは

解消されないはずだとの見解が示されたが、これは議論の本質から逸脱した形式的整合性に依拠したミ

スリーディングなレトリックである。議論の本質は、ディスクロージャーの頻度を年１度から２度へ、２

度から４度へ増やすことにより、ショートターミズムがより起こり易いことを懸念しているものであっ

て、４度から２度へ戻すことは政策上の誤りではない。 
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詳細な企業情報を定型的なフォーマットで四半期毎に開示する場合と、EU の一

部でしかない英国が「経営者説明」を中心とする四半期開示を行う場合では、ひ

とえに「強制四半期開示」と言ってもその意味合いが異なる。当然、投資家や株

主が果たすモニタリングのモードも、またそのモニタリングが導く株価への影

響も、経営行動への影響も大きく異なる。 

 

最近の日本の経済環境における「Quiet Life」仮説に関しては、池田ら（2018；

或いは日本語要約版は、池田,2018）が、「持ち合い株式・政策保有株が多い」企

業において十分なモニタリングが十分機能しないエージェンシー問題が起きて

いる可能性を指摘している。同研究によると投資家や株主からの強いモニタリ

ングを受けない企業は、大規模投資、Ｒ＆Ｄ、事業再編といった難しい決断を避

ける傾向にある、即ち「Quiet Life」仮説が実証され、経営者の「平穏な生活」

が追求されているという結論を下している。 

 

更に、四半期開示制度のコンテキストにおいては、一橋大学の藤谷（2019）が、

「報告頻度の増加が情報の非対称性やエージェンシー問題の緩和を通じて企業

の過小投資を抑制することで、企業の投資を増加させる効果があると予想」し（2

頁）、統計処理的には丁寧に「産業×サイズ」マッチングを施したうえで公開非

上場会社をコントロール・グループとし、その上で「差分の差分法」も採用して

優れて精緻な分析を試みている。その結果「日本における四半期開示の導入が企

業の資金制約や Quiet Lifeを抑制することを通じて投資を増加させていること

を示唆する証拠を示し・・・日本における四半期報告の導入を支持する証拠」を

発見したとする。「少なくとも日本の経済的文脈の中では、高頻度の財務報告は

経済的に正の影響をもたらす可能性を暗示している」（13 頁）との結論を述べて

いる 62。 

 

しかし藤谷（2019）もら（2017）と同様に、投資の「量」は検討しているが、投

資の「質」については未検討である。そこで筆者は藤谷の協力を得て、また山野

 
62 本調査が利用したのは 2019 年６月版であった（その後、著者により適切に更新されている可能性があ

る）。筆者には藤谷の論文が実証研究の伝統の中で優れたものであるとの認識があったために、実務や日

常の言語に置き換えればどの程度の有意性を体現しているのか指南を受けるべく一橋大学を訪ねた。同

大学で他の気鋭の研究者も含めて検討を行ったうえで得られた理解の一つは、まず、やはり同研究書は国

際的なレピュテーションに値する優れたものであり正確に統計的な有意差を示しているものである。し

かし、そうした統計的有意差があったとしても日常の言語に置き換えれば未だに投資や資産を増した主

たる要因は不明だということである。2000 年代の中盤導入された上場企業に対するコーポレート・ガバ

ナンス強化策や、特に外国人株主による株価上昇の圧力が主たる原因であり、四半期ごとに財務諸表を公

開するという実務が投資を積極的に後押ししていた可能性を検討したが、証明し難い。更にこうした帰納

的なデータが将来の政策策定に提供できる説明能力は限定的である。また藤谷の責任とは全く別のとこ

ろで、この研究結果が安易に引用されたり誤用されては、経営者や従業員の動機や厚生を高めるような制

度設計の発想を大きく阻害する。（この会合に参加してくれたもう一人の優れた研究者と共に、筆者の理

解を助けてくれたことに対し感謝の意を込めてここに記します。） 
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井（早稲田大学商学学術院）の指導を仰いで、増加した資産の内容の吟味を試み

た。その中でも筆者が興味を持ったのは、仮に資産が増えて Quiet Lifeが抑制

されているように見えたとしても、その資産の内容が企業の持続的な発展を推

進するものになっているかということである。即ち、図表 5でも示されている

経営学の権威・加護野忠男（神戸大学）や西野和美（一橋大学）が表明した懸念

「利益率の予測が難しい新規案件は提案されなくなる。やってみないとわから

ないというようなリスクのあるプロジェクトは最初から評価対象としてあがっ

てこない。利益率を予測しやすい既存の事業の延長上で考えることのできる案

件ばかりになってしまう。しばらくは利益率が低いが、将来的には利益率の上昇

が期待されるような案件は提案されなくなる。このような傾向は、四半期決算制

度が導入されてからとくに顕著になってきたように思える」、そうした懸念の検

証である。 

 

藤谷に協力を得て、藤谷（2019）で使用した企業のサンプルをベースに、山野井

のイノベーション分野における実証研究の専門知を生かして、強制四半期開示

制度が導入された 2003年の前後でどちらが後世にインパクトを与える特許を輩

出しているか統計的な検証を試みた。本検証の詳細は図表 8 図表 9にまとめて

ある。 

 

結果は端的に言えば、「四半期開示制度が本格的に導入される 2003 年以前の方

が、その後よりも後世にインパクトを与える特許の申請が多い」ということで、

統計的には加護野や西野の主張と整合的である。ここで「多い」というのは、

「1993年から 1997年の５年間に登録された特許が 100件であるとすれば、それ

らの特許はその登録から５年内（即ち 2003年の強制四半期開示制度導入前）に

平均 57 回引用されているのに対し 2005 年から 2009 年（即ち 2003 年の強制四

半期開示制度導入後）では 43回しか引用されていない（25％減）」という意味で

ある。 

 

もちろん、こうした統計的なデータの解釈には困難が伴う。まず、「引用」が対

象となる特許が将来の企業価値や国民経済を長期に進展させる保証はない。ま

た、2008 年前後の金融危機の影響もこの統計にどのような影響を与えているか

明らかではない 63。四半期開示制度の強制そのものよりも、同時に強化されつつ

あったコーポレート・ガバナンスや株主還元の要求の高揚が原因かもしれない。

それでも四半期開示制度が導入されると短期利益創出のために後世に高いイン

 
63 ただし、特許登録数そのものが凡そ 30％下がっている点は既に反映されている。また、2008年前後の

金融危機の影響を避けるために、観察期間を 1993－1997（Ｘ=12,993）と 1997－2001（Ｗ=12,999）に変

えて計算すると、平均引用数はそれぞれ 93回と 73回で 22%減少している。 
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パクトを持ち得る不確実性の高い研究開発は推進されなくなったという解釈と

は整合的なデータを示している。 

 

日本を離れ、別のマーケットであり、商慣習も役員報酬のメカニズムも違うため

に結果を鵜呑みにすべきではないが、米国の調査で類似の結果を示唆するもの

には以下がある。最新の研究は Fu et. al.（Forthcoming in Journal of Law 

and Economics, 2020）であり、米国の長期データを使い前パラグラフの統計検

証上の懸念を克服した精緻な研究を発表し「より頻繁な報告制度は経営上のシ

ョートターミズムを誘発し企業のイノベーションを阻害する」と明確な結論を

打ち出している。 

 

同様に McKinsey Global Institute（2017）の調査も示唆に富んでいる。同調査

によると、米国の Large-cap（株価総額が大きい）と Mid-cap（株価総額が中位）

の上場会社 615社を対象に５つの指標で「長期志向会社」と「その他の企業」を

区別し、2001から 2014の様々な側面を比較すると、例えば 2001から 2014の間

に「長期志向企業」は「その他」に比べ 50％近く多くの研究開発費（Ｒ＆Ｄ）

を支出しており、特に金融危機の影響下にある 2007 年から 2014 年でその傾向

が強かったという。必ずしもこれが原因で以下が結果とは証明されていないが、

2001－2014 の間に「長期志向企業」の収益の増加率は「その他の企業」に比べ

で 47％高く、ボラティリティも低いという。利益や配当及び雇用人数において

も同様に「長期志向企業」の方が高い伸びを示している。本節の主要な関心であ

る「将来に対する投資活動（研究開発投資や新規事業投資）」との関連では、「強

図表 9 研究開発（R&D）の質の変化 
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い長期志向文化を持つ企業以外では、経営者や管理職の 55％が四半期目標を達

成するためには仮に利益の期待できるものであっても新規のプロジェクトを先

延ばしにすることがある」と回答している。これは 2005 年の研究、グラハム, 

ハーベイ, ラジコパル（2005）を支持する結果である。グラハム等は米国の 400

人のＣＥＯ／ＣＦＯの行動を調査したところ「キャッシュ・フローがポジティブ

であっても、四半期業績予想を上回る貢献をしないプロジェクトを採用するか」

という問いに対し、過半数がＮｏと回答している結果を公表している。 

 

しかしながら、正直なところ筆者自身は、こうした調査方法を通しては四半期開

示制度が導入された程度で、現代の日本という特定の環境下で、企業の研究開発

の方針・傾向がそこまで影響されるか確信が持てないでいる。藤谷によれば

「Quiet Life仮説」vs.「ショートターミズム仮説」はアプリオリな議論により

解決されるものではなく実証の問題であるとされ、また McKinsey Global 

Institute（2017 Feb）によっても更なる実証研究が期待されているが、本調査

はこうした立場をとらない。なぜならこれ以上の定量的な証明を必要としない

ほど明白な事実は、強制四半期開示制度の存在は、望まれる長期的な価値を創造

する投資を誘発する場合もあれば、減殺する場合もあり、両者共に経営或いは経

済運営上の重要な示唆に富んでいるからである。 

 

必要なのは両者の平均をとってどちらがより真であるかのような判断を下すこ

とではなく、両者の事情を汲んだうえでよりよい経済・経営環境を作り出す止揚

であり制度設計である。報告頻度に注意を奪われることによって、その陰に潜む

もっと本質的な経済発展阻害要因を見逃し、根本的な制度設計の努力に結び付

いていない可能性を危惧するものである。 

 

この制度設計において大切なのがステークホールダーの動機に基づいた自主的

な行動であり、それを支える日常の言語であることは既に述べた（節 2.1.3.及

び 2.1.4.）。従って本調査では実際の経営者や研究開発担当者、新規事業開発担

当者の声にできだけ多く耳を傾けたい。本調査では 2019年 11月から 2020年２

月にかけて、電気機械器具、上場３社の研究開発部長・所長・役員等に聞き取り

調査を行った。20 年もの長いスパンで同一研究開発部門を担当するケースが少

ないことから、調査は必ずしも容易でなかったが、共通した説明は、ここ 10年、

20年といったスパンで、「かなり短期的に結果を出せという圧力は感じますよね、

年を追うごとに」ということであった。同時に四半期開示制度や他のコンプライ

アンス用に提出する書類は格段に増えて、この煩雑さを厭うインタビュイーが

多かったのも明白であった。次は日本を代表する電子機器メーカーの研究担当

役員及び部所員３名とのインタビューである。 
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インタビュアー： でも、四半期開示のようなものがあるから、○○さん（研究担当役員と

しては部下というか研究員のお尻を叩いて、早く結果を出せというよう

なことを、こう、、、ハラスメントとしてではなく、正当性をもってプッ

シュできるんじゃないですか？そういうことを、毎朝来る度に「この四

半期で結果出せよ」と。そうでもないと、コンスタントに研究員をプッ

シュできないでしょ？結構アメリカなんかだと、毎晩、（研究員が）夕方

帰る前に、ボスが「今日の（研究）結果はなんだ、出たか」と聞くって

聞いたことあるんですけどね。 

 

（皆笑い；「私たち外出ていましょうか」と部下が半分冗談交じりにいう。） 

 

役員：  まあ、そういう側面はありますよ。短期で結果を出せという圧力は高く

なってる感じはしますね。まあ、ただ、それで実際に良い研究成果が出

ればいいですけどねぇ、そうは簡単にゆかないのでねぇ（皆笑い）。プレ

ッシャーはねぇ、部下よりは私とか、部長にかかってくるんですよ、部

下よりね。予算の時にね。どのプロジェクトを選ぶかってことですよ。

（役員会での）定期報告があることは分かってるわけでね、どのプロジ

ェクトを完成させて特許申請を間に合わせるかとかね。プロジェクトを

選ぶときに取捨選択が必要なわけですよ。何でしたっけ、「やってみなは

れ、やらなわからんよ」でしたっけ、サントリーさんのようにはいかな

いですよ。うちの会社なんかまだいい方だと思いますけどね、長期で見

てくれようとしてますからね、それでも、きつくはなっては来ています。 

 

ここで「やってみなはれ、やらなわからんで（原典は「わからしまへんで」）」と

いう引用が出たのは、この会話の前に、筆者がサントリーホールディングス株式

会社を訪問した経験がある点と、同社の長期視点での経営の原点と言われる創

業者鳥井信治郎氏の有名な「やってみなはれ」精神についての説明があったから

である。過去にサントリーの関係者からお話を伺った経緯があるが、上場会社に

なると株主のみならずいろいろなチェックやモニタリングがかかるために、「お

もしろい」「思い切った」ことがやりにくくなる可能性はあるとの説明を受けた。

図表 5にある「未上場でも十分に資金調達ができる。上場すると四半期開示へ

の対応から思い切った戦略が打てなくなる」と説明していることとも、先に有力

ＩＰＯ予定会社のＣＥＯが「３ヶ月ごとに利益の帳尻をあわせにいくような発

想をどうしてももってしまい、事業の意思決定に本質的でない影響を与えるこ

とが想像される。半年に１度くらいでよいかも、という感覚。短期的に効果が出

にくい施策を打ちにくくなるイメージ」と述べていることももちろん整合的で

ある。 
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他方、株主還元の強化と強制四半期開示制度の下で短期的な利益プレッシャー

が研究開発にプラスの効果をもたらすのではないかとの見方については、上記

とは別の電気機器会社の開発担当常務とのインタビューで確認された。 

 

役員： ・・・次の、四半期開示がなかったら、イメージしてくださいという点ですが、

これは実はとても面白かったですが、ただ、わたしはいつ四半期開示が始まった

とか、そういうことをあまり存じておりませんので、どうでしょうか、ケースバ

イケースと申しますか。 

 

わたし共は、まあどこもそうだと思うんですけれども、短期、中期、長期とバラ

ンスをとるということを言っておりますので、難しいんですけれども「各分野ご

と」という話と「各担当者ごと」という話があると思います。それぞれイメージ

してみたんですけれども、これが面白かったですが、・・・まあ、こうした事業部

には（組織図を指さしながら）短期の結果は求めません。（今度は別の組織を指さ

して）こういうのはもちろんかなりプレッシャーをかけないと駄目なわけで、事

業部ごとに長短のメリハリを付けないといけないことだろうと思っております。 

 

基本的には研究者なので自分の好きなことを自由にやらせた方がやる気は出る

わけです。その方が結果として面白いものができるかもしれません。ただ、それ

だけではどうしても、怠けるというわけではないですけれど、それだけでは時間

がかかりすぎてしまうという気がしております、こう、少しプレッシャーがない

と。事業部にも、担当者にもよることだとは思うんですが、プレッシャーをかけ

てゆかないと、結果は出ないような気がします。 

 

インタビュアー： はい、おっしゃることは分かりますが、でも、四半期という期間はいか

がですか？ 

 

役員： ああ、もちろん四半期ごとに結果を期待してるということではなくて、定期的な

プレッシャーで、とりあえず四半期毎にわたくし共は結果を公表してゆかなけれ

ばならないんだということが、いいプレッシャーになっていることを祈ってま

す。・・・ええ、一応基礎研究の分野でもそうした意識は持ってもらっています。

所長、部長、室長クラスにはきつい話だと思います。 

 

ただ、今度は、他社さんも同じだと思うんですけれども、最近はコンプライアン

スと一緒に進めてゆかないといけません。あまりプレッシャーをかけすぎて、ブ

ラック [ママ] とか検査不正なんていうことになりますと、かえって死活問題に

なりますので、その辺はバランスの問題だと思います。 

 



148 

ここで、強制四半期開示制度のプラスの効果としての研究開発投資や新規事業

投資の話から、マイナスの効果としての「ブラック」64とか「検査不正」などの

話にシフトしてきたので、次節では強制四半期制度のマイナス側面についてま

とめる。しかし、その前に、研究開発投資や新規事業投資についてまとめておき

たい。 

 

先に、一橋大学の藤谷の研究（2019）を紹介したが、これに対し同大学の加賀谷

（2016）は、強制四半期開示制度が導入された後、「利益率が高く外国人投資家

の比率が高い企業では長期の投資が減少し、株価総額が大きく投資機会の大き

い企業では拡大する傾向」を見出すという。ただし「こうした傾向は企業が置か

れた株主への説明責任の必要性の度合いや態様に依拠している」との解釈を示

し、強制四半期開示制度が一概にプラスであるか、マイナスであるかという判断

について注意深く示していない。この点は上記のインタビューデータとも整合

的な見方である。2018 年には、加賀谷は更に四半期開示制度が投資を促進する

ための「長期の株式の保有期間」や「株主との効果的なエンゲージメント」と十

分に整合的な制度となっていないのではないかとの疑問を呈している（加賀谷 

2018）。 

 

更に注意を払うべきは、2002 年当時に四半期開示制度導入を支持していた経済

産業省の「企業経営と財務報告に関する研究会」の座長を務めた、やはり一橋大

学の伊藤（cf., 前出の加賀谷は同研究会の幹事）は、2018年 12月『企業会計』

誌上、筆者との対談において四半期開示制度がショートターミズムを誘発して

いる可能性を危惧し、改正の方向を支持している。同氏が 2014年のいわゆる『伊

藤レポート』でも 2017年の『伊藤レポート 2.0』でも「企業と投資家の“協創

的な関係”を促進する“建設的な対話・エンゲージメント”の重要性、そしてそ

れらを通じた中長期的な成長と企業価値の持続的向上に向けた方策」（伊藤 

2017, 6頁）を提言・強調している点に鑑みれば、四半期開示制度がこうした中

長期的な投資や事業のサステナビリティを十分に推進する制度となっていない

可能性を危惧していることは明らかである。2000 年代の初めに四半期開示制度

の導入をリードした伊藤や加賀谷のレビューを真摯に受け止め、経営者等の声

に耳を傾けたい。 

 

ここに「耳を傾けたい」とは、本レポートの基本的な研究方法そのものであり、

将来の制度設計上の必要条件でもある。英国においても、米国においても、日本

 
64 ここに用語上の差別性に関する注を付す。著者自身は特定の色とその色に与えられる価値観に関して

は十分な注意を払いたい。ここでは、2020 年日本における一般的に使用されている言葉を引用させてい

ただいている。これまで、草稿段階で指摘を受けたことはないが、今後、不快に思われる読者にはお詫び

申し上げる。 
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においても、経営者が声をそろえて「四半期開示制度の下では経営がやりにくい」

と表明している。多くの研究者はこれを検証するとしながら、統計的に「投資（や

資産規模）」が増えたかどうかで判断するのは、多分に会計やファイナンスの実

証研究自体、或いは学会、学術誌自体の都合が関係している。実務家に「学術的

には投資とか資産規模が増えたかどうかで判断されます」と説明すると、多くの

ＣＦＯが「何か、話が違いますねえ、ずれてますよ。（先生方は）そういう基準

で判断するんですか」と怪訝な顔をされる。それでも、経営者は四半期開示制度

が経営に与える複雑性をコンパクトに言い当てる言葉が見つからなかったため

であろう、研究者の使う「ショートターミズム」という言葉で表現することが多

くなってきた。今度は経営者らが「ショート」であるとか「ロング」であるとか

表現するようになると、問題の本質が急に定量的なものに置き換えられ、一層統

計的な実証研究を推進してしまっている側面があるように見える。 

 

これは前出の長距離走のレトリックで例えれば、マラソン選手が「現行の環境や

制度の下では走りにくい」と苦言を呈しても、スポーツ庁が「そんなことはない、

マラソン人口も、観客数も、スポンサーの数や金額も、記録（タイム）も伸びて

いる」と実証データを示して反駁する状況に似ている。アスリートの動機や主体

性とは別の次元、例えばテレビの視聴者やスポンサーのメリットのために、健康

を害したり生命のリスクを感じるほど厳しい環境で走らされるアスリートの言

葉や気持ちを十分に汲んでいない。問題の本質を見誤らせ、実際の「走り（経営）」

を改善するための議論から逸脱する可能性が高い上に、アスリート（経営者）の

動機を高める制度設計を阻害する。 

 

スポーツ界を発展させるためにはアスリート本人もそれをサポートするスポン

サーも大切である。しかし、アスリートがその本領を発揮し世界を魅了するのは、

スポンサーの利益を最大化する「エージェント」として競技するときではなく、

自らの生き甲斐を最大化する「主体性ある個人やチーム」として様々なトライ・

アンド・エラーを乗り越えて競技するときであろう。長期にアスリートとして経

営を持続させるためには適切な休養（Quiet Life）が必要とされることもあろ

う。先に述べたように、常に四半期で測られて走り続けることが長い選手生命の

価値の最大化を保証する証拠はない。「長距離走のラップタイム」レトリックは、

アスリートの走りを助ける測定であるよりは、アナリストや投資家の投資効率

を測定するだけのものになっている。著者自身はこうしたレトリックが実質を

向上するもののようには感じていないが、上記の「長距離走のラップタイム」レ

トリックがいくつかのインタビューや叙述の中で登場したことから、ここでは

カウンター・レトリックを使いアスリート側の実情の説明を示した。 
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日本の経営経済のコンテキストに立ち戻ると、そもそも投資家や株主がプリン

シパルであって、経営者はそのエージェントであるなどという実務感覚を持つ

経営者は少ない。経営者や従業員に一定の自主性を持たせ、適切な休養を与える

ことが持続的な成長をもたらすケースは多々あるものと考える。更に日本には

創業 100 年を超える歴史を持つ企業が多く、これは国際的に秀でた側面として

受け入れられている。こうした点も含めて、高い成長が見込まれない成熟経済社

会において、経営者の声に耳を傾ける態度が一層必要とされていることを主張

する。 

 

この点、加賀谷及び伊藤の見解は必ずしも精緻な統計検証を伴うものではない

にしても、それを凌駕する圧倒的な経験知（本来の意味での empirical evidence）

に裏打ちされている。学界のみならず実務界でも高名な伊藤が長期に継続して

いるトップ経営者との交流や、「一橋大学ＣＦＯ教育研究センター」を通じての

ＣＦＯからの情報は最も信頼度の高い経験的証拠である。こうした豊かな知見

に対し象牙の塔の住人が統計的検証が欠落していると批判を展開するのであれ

ば、それは学問の貧困である。今日、歴史学に於けるオーラル・ヒストリーや人

類学における「厚い記述」、ハーバード・ビジネス・スクールにおける教授法と

してのケース・メソッド等に価値を見出さないものはおるまい 65。そもそも、

我々の関心は、過去に関する実証よりは「制度設計に資する豊かな会計・開示研

究が実施され、日本発の企業価値創造を促す財務報告・開示制度が世界に発信さ

れていくこと」にある（加賀谷 2018, p.318）。このことは特に四半世紀後には

日本のみならず世界が人口減少に転じ、準需要飽和経済を迎えるとすればなお

一層重要な見地であろう。 

 

小括するに、現行の強制四半期開示制度の下ではショートターミズムに陥る企

業もあれば、長期的な価値創造を成し遂げる企業もあろう。重要なのは、その平

均をとってどちらがより真に近いかという判断を下すことではない。多くの関

係者の声に耳を傾けて総合的に判断すれば、この制度が国民経済の持続的な発

展の為に必要な、長期的な視野に立った経営や、革新的な研究開発をサポートす

る最良の制度からは程遠いことは明らかであり改善を要する。 

 

もう一つ明らかなことは、この制度の維持のためには多大な人的、時間的、士気

に関するコストがかかっていることである。このコストは企業はもとより投資

家やアナリストにさえ非生産的なコストとして認識されている。 

 

 
65 一般的な研究方法としての Case Studiesも含めても良い。ここで強調したかったのはハーバード大学

のビジネス教育におけるケース・メソッドの有効性である。 
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ただし、このコストの責任は投資家やアナリストに帰すべきではない。なぜなら

投資家やアナリスト自身もまたこの制度の犠牲者と考えられるからである。ア

ナリストの言葉を借りれば、こうした管理費用をかけるくらいなら、年に２度、

部長・課長クラスの人材で小旅行（Away Day）を企画し、企業の長期的な方向性

や夢を語った方が生産的で投資価値が高い（Away Dayは投資家やアナリストを

同行することを想定していない）。しかし、事実、現代の証券市場でこの制度は

存在しており、この制度の下では個々の投資家がそれぞれの動機に従って競争

優位な利益を求めて行動すれば、全体としては障害が発生する。即ち「制度の失

敗」が生じているのである（この点はマクロ的には節 4.5.で「成熟経済社会の

アポリア」として展開する）。 

 

次節では更にこれまで十分に議論されてこなかった類の「制度の失敗」、即ち「企

業の不正と四半期開示制度の関係」についても、２－３の例を引用しながら検討

する。 

 

(7) 四半期開示情報は短期利益プレッシャーや不正を誘発してないか？ 

前節でみたように、四半期開示制度は研究開発投資や新規事業投資との関係で、

そのポジティブな影響（投資を増加させる可能性）が指摘されている。他方、（や

はり、少なくとも可能性としては）それが極めてネガティブで社会的にも法的に

も重大な問題として表面化してしまったケースも指摘される。以下はいわゆる

東芝不正会計事件に関する第三者報告書の一部抜粋である。 

 

前述の経緯からすれば、田中久雄Ｐは、ＷＥＣによる見積工事原価総額の増加見積

値の東芝連結決算への反映を 2013年度第４四半期に延ばす検討の指示や、それが

無理でもできる限り第３四半期における損失の計上を少なくするよう指示してお

り、久保誠ＣＦＯや財務部担当者らはこの指示を実現すべく行動していたものと

認められる。そして久保ＣＦＯは、この指示を実現すべく、2014 年１月 29 日に行

った新日本監査法人との協議を経て、未修正の虚偽表示として許容されうると見

込んだ金額を元に、具体的な裏付けの無い損益インパクト▲225 百万米ドルを見積

工事原価総額の増加見積値として計上することを考案し、当該案について田中Ｐ

に報告を行って了承を得るとともに、当該案を前提とする決算とすることを西田

厚聡 C に報告したものである。（詳細は第三者報告書 p.93-4 を参照されたい） 

 

 

図表 10は、同様に、ＰＣ事業でも、四半期決算発表月にのみ異常に高い利益が

計上されるよう利益操作がなされていたことが分かる。東芝の第三者委員会報

告を分析した中田（2016）は『企業統治不全の分析フレームワークの提案：シャ

ープ、東芝、三菱自動車の比較研究』の中で、次のようにまとめている。 
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第三者委員会が 2015 年７月 20 日に出した報告書（東芝 2016）では、歴代の３ 社

長ら経営トップは、「チャレンジ」と呼ばれる「プレッシャー」をかけた。たとえ

ば、2008年 12 月度社長月例においても、2008 年度第３四半期の営業利益見込み

の報告に対して、西田厚聰社長（当時）は「こんな数字ははずかしくて、公表でき

ない」とプレッシャーをかけた（東芝 2016、小笠原 2016）。これを、忖度して、

部品の押し込みを実施し、見かけ上の利益をかさ上げした。これは台湾のＯＤＭ

（Original Design Manufacturing：委託先のブランドで販売される製品の設計・

開発・製造をおこなうこと）において、ＯＤＭ 先への供給部品の価格と、完成品

価格の支払時期の違いを利用した、見かけ上の一時的な利益のかさ上げの会計処

理で、「Buy-Sell 取引」と呼ばれた。この結果、2008 年６月頃から 2015 年３月

期まで、四半期決算の発表月のみ営業利益が上がり他時期は赤字と、一見して異常

と判る状態が続いた。P.534. 

 

前節では電気機器会社の開発担当常務が強制開示制度が「定期的なプレッシャ

ーで、とりあえず四半期毎にわたくし共は結果を公表してゆかなければならな

いんだということが、いいプレッシャーになっていることを祈ってます。・・・

所長、部長、室長クラスにはきつい話だと思います。・・・ただ、今度は、他社

さんも同じだと思うんですけれども、最近はコンプライアンスと一緒に進めて

図表 10 東芝 四半期開示月の異常利益 (第三者委員会（2015）別紙３) 
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ゆかないといけません。あまりプレッシャーをかけすぎて、ブラック [ママ] と

か検査不正なんていうことになりますと、かえって死活問題になりますので、そ

の辺はバランスの問題だと思います。」としていたが、まさにそのバランスが崩

れた時のマグニチュードの大きさを物語るケースであろう。これは経営史上最

大の粉飾として知られるエンロンのケースにおいても同じであった。 

 

東芝のケースはもちろん特殊な一例である。四半期開示制度によるプレッシャ

ーがどれほど不正を生じしめる要因の一つとなるのか、全体的な傾向を示すデ

ータはない。ただし、筆者が過去数年、日本経済新聞を購読していて懸念してい

る一つの傾向がある。それはこれまで一流でモノづくりに関し極めて高い品質

とプライドを持つ企業群による「検査不正」や「データ改ざん」のニュースが増

えたことである。図表 11はインターネット検索（Google使用：2020年２月末）

で、キーワード「検査不正」と「データ改ざん」を使用した時のリターン数を暦

年ごとに合計したものである。同じ事件・事例が複数回記事にされている可能性

が十分あるし、またインターネットのニュースの件数自体が年々増えている影

響もあろうから、これ自体が検査不正やデータ改ざんの件数が増えている強固

な証拠とはなりえない。また、2018年に急激に件数が伸びているのは、2017年

12 月に経団連が会員企業に自己点検を要請する通達を行ったことが関係してい

ることも容易に想像できる。近年に内部告発制度やガバナンスコードが強化さ

れたことも関係していよう。 

 

しかし、本研究調査が問題にしているのは、実証数値としての不正の増加ではな

く、日常の言語や話題としての不正への懸念の高まりである。過去 10年に徐々

に一流企業の検査不正に関する報告が増え、日本のプライドと考えられていた

製品品質に関する信頼さえ失われかねない状況が続いている。そして、本研究調

査の関心は、現代の企業開示制度が、こうした懸念を解決する方向に資する制度

であるか、それとも不正を増加させてしまうような制度であるかという点であ

る。第４章では 1990年代初頭より売上やＧＤＰが伸長しない成熟経済社会（図

表 16 を参照）の支配が続くことを前提とした制度設計の必要性を論じるが、仮

にこの成熟経済社会を前提とし、それでも短いサイクルで高い利益を公開する

プレッシャーを内包する開示制度であるならば、懸念される不正を増加させる

ような制度になっていないかという方法論的懐疑である。これは事前・注意的な

制度設計論を旨とする本研究調査においては許容されるべきバイアスであり、

少なくとも図表 5 にある経済評論家からも表明されている検討に値する課題で

ある。 
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もう一つ建設的な議論のための疑問は、仮に 80％の投資家やアナリストがパッ

シブではなく、アクティブであったなら、こうした不正が起きる頻度に変化が生

じるであろうか、というものである。これまで「より早く」、「より多く」、「標準

化された」情報を「より高頻度に」提供することによって形成してきた効率的な

情報が、結果として 80％のパッシブな投資家やアナリストを生み、自ら情報を

求め積極的に分析を試みる知性や努力が消滅しかけている市場の流れを反転さ

せ、多くの投資家やアナリストが企業の提供する財・サービスの質やコンプライ

アンスの質に注意を払うようになり、企業の不正を減少させるような変化は起

こりうるであろうか。図表 5 においては、四半期開示から半期開示制度への回

帰は不正の温床になるとの見方が示されているが、そうした結果を誘引するの

ではなく、実質的に有効なモニタリングやガバナンスを定着させる開示制度と

はどのようなものであろうか、という制度設計の発想である。 

 

当初本研究調査では、この点に関し統計的なデータは形成できずとも 10件程度

のケース・スタディーを企画していたが、2020 年１月以降の新型コロナウィル

ス感染拡大防止の施策からそれが不能に陥ったのは遺憾であった。それでも、例

えばもともとは図表 5 に含まれていたがアイデンティティの保護のために非掲

載となっている会計/監査/コンサルティングに従事する情報提供者からは詳し

い聞き取り調査が可能であった。この事例は、上記東芝と同じように、日本の代

表的な企業の一つであるが、近年のＲＯＥ経営と四半期ごとの業績予想を超え

る成果の公表のために、経理部門と営業部及びその顧客が「一定の理解」（イン

タビュイーは「違法」という判断は示さなかったことをノートする）の上に利益

管理を行っているというものであった。 

図表 11「検査不正」と「データ改ざん」 
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筆者は本研究調査の為だけでもこの他に上場会社２社を訪問し、四半期開示制

度が助長すると危惧される過重な短期的なプレッシャーが利益管理に与える影

響を聴取している。2000 年以降の成熟経済社会下での利益最大化プレッシャー

が、徐々に必要とされる検査や経費節約を招き、何らかの不正確性や不正や違法

行為を増加させる傾向にあるという可能性については否定しえないレベルのコ

ンフィデンスを蓄積しはじめている。 

 

もちろん、反対に、コンプライアンス制度の強化により有効なモニタリングや内

部統制が不正を防止しているという見方もできよう。しかし、今後更に短期利益

最大化のプレッシャーが強まれば、コンプライアンス部門やトップを巻き込ん

での不正や違法行為、またはそこまではゆかなくても製品やサービスの低下を

招くことは現実的な懸念であり、解決されるべき課題である。伝統的な学術及び

政策討議に従えば、内部統制・コンプライアンス規制の強化が不正・違法行為の

削減に有効であるという主張がなされよう。しかし、この点『オックスフォード・

レポート』を公表する準備の一環として経済産業省におけるセミナー（2010 年

９月 13日）で当時金融庁企業会計審議会「監査部会」の主要メンバーとの議論

が思い出される。「スズキ先生は海外におられてご存じないかもしれませんが、

日本ではＪ－ＳＯＸ等が導入されて、もう昔のような不正が起こることはあり

得ないんです」という趣旨の発言に対し、筆者はその点に関しては明らかに異な

る意見を有していると回答した。この点、Ｊ－ＳＯＸ以降も急激に増え続けるコ

ンプライアンス費用と不正の発生件数や態様には十分な注意が払われるべきで

ある。形式の徹底が進む半面、効果の不明なコンプライアンス規制に関して企業

や公認会計士が感じているのは、その手続きや書類準備の過多、意思決定や実施

スピードの低下、および監査人の責任回避行動であるという。実証分析の難しい

分野であることに加え、仮に実証が成立しても帰納法の罠のリスクが高い分野

であり、最終的には総合的な政策判断が求められる分野である。 

 

ただし、正確性及び比較衡量のために重要な一例を加える。会計監査・法務・企

業不正に精通した高名な法律家に指南を請うためにメールの交換をした際に、

同氏は、ＩＰＯを経たばかりの一件を除いて、短期利益管理の必要性と企業不正

や不法行為との間に連関性を感じたことはないという見解を示された。長年こ

の分野にかかわってこられた法律家の見識であり留意に値する。 

 

それでも、ここでも「ＩＰＯ」に対するレファレンスがあったことは興味深い。

というのは、本研究調査に当たって筆者がＩＰＯをしたばかりの会社５社に聞

き取り調査をした際に確認された共通の懸念、「上場したばかりで、とても公に

は言えませんけど、これだけディスクロージャーと（高）配当が求められると正
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直、今後に自信がありません」という実務感覚と整合的だからである。更に、同

様のインタビューを実施した別の上場会社では、数十年以上赤字を計上したこ

とがないが、初めて赤字が予想されていた特定の四半期に、或るカテゴリーの資

産を売却し、ちょうど赤字を補填する程度の利益を出す取引が確認されている

（アイデンティティ保護し風評を避けるためにも詳細な説明は許されたい。ま

た会社の説明では、それは決して利益管理ではなく当初から予定されていたも

のであったとの説明であった）。 

 

会計・監査業務に親しみのない読者のために付け加えれば、以上のような事例は

公認会計士や監査に携わっている者にとっては特に驚きに値しない程頻繁に観

察される取引である。会計やディスクロージャーの歴史と共に常に繰り返され

てきた事象である。これを今、特に改めて問題とするのは、日本が成熟経済を迎

え売上やＧＤＰの大幅な上昇が望めない環境の中で、モノづくりや品質管理の

高さを保持し持続的発展を可能にするために制度上の修正や再設計が要請され

ているときに、四半期開示制度が逆方向のベクトルを向いている可能性がある

からである。 

 

以上、四半期開示制度の改廃に関連して、Ａ：それがなければ適切なモニタリン

グやガバナンスが成立しない、という立場とＢ：それが企業の過剰な短期利益プ

レッシャーとして機能するという立場の両方が両立しうる分野を検討してきた。

もっとも明確な結論は、個々のケースとしてはもちろん、両者成立しうる。問題

は、制度として対象企業全体に一定の義務を課すことが前提とされている場合

に、現行の四半期開示制度が本邦国民経済のサステナブルな運営に与する仕組

みになっているか否かである。 

 

仮に、近年顕著に観察される検査データ不正や粉飾決算のみならず一般的なコ

ンプライアンス・コストが企業の運営を補助するよりは阻害しているというこ

とであれば現行四半期開示制度の改正を求めるのが当然であるが、この客観的

な判断は容易ではない。いくつか示した不正・違法行為はほんの数件の例に過ぎ

ず、これをもって即座に四半期開示制度を廃止すべきだなどという結論に結び

付ける意図はない。 

 

ただし、日本経済が 1990年代以降、売上やＧＤＰの規模で頭打ちとなり、経済

の拡大によって国民生活を豊かにするというモデルが機能しなくなった成熟経

済下で、より注意を払うべきは、高い製品やサービスの質の高さ（日本ブランド

の保護）であり、従業員の顧客に対するサービス精神であり、企業の社会的責任

遂行能力である。その観点から、仮に四半期開示制度がもたらす効果が、全体と
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してこうした日本的な経営の利点を棄損するような側面が想定されるのであれ

ば、それを注意的に解消するのがあるべき制度論の方向性であろう。 

 

或いは四半期開示制度のような既存のディスクロージャー制度とは全く別のア

イディアによるモニタリングやガバナンスの可能性も積極的に考案されるべき

である。そもそも、日本の経営者には、株主がプリンシパルであり、経営者がエ

ージェントで、エージェントはプリンシパルの利益を最大化しなければならな

いなどという関係性の認識は薄い。伝統的な経営哲学としての「三方良し」を基

本とした新しい財務諸表や上場市場におけるモニタリングやガバナンスの提案

については、『補論』を参照されたい。 

 

3.2.3.その他のステークホールダーの懸念・問題 

節 3.2.の終わりに、四半期開示制度にまつわる、これまで触れてこなかった「そ

の他の市場関係者」についても言及する。「その他の市場関係者」とは（１）証

券取引所、（２）公認会計士や監査法人、（３）ＩＲコンサルタントやビジネス・

データ提供ビジネス、また（４）ディスクロージャー関係の雑誌やメディアであ

る。 

 

(1)証券取引所にとって「非上場化論」はタブー 

本節で証券取引所に関する記述は主として節 2.1.2.のミクロデータを収集して

いる過程で得られたデータを中心に進めるもので、節 4.4.2.においてはマクロ

的な統計を使って更なる検討を加えることを予定しておく。 

 

我々は既に、現行の四半期開示制度維持の議論には「企業が単に面倒くさくて嫌

だ嫌だとごねているにすぎない」とか、「四半期開示制度の費用負担ができない

くらいの企業は上場している資格がない」とか、「上場しなけりゃいいという単

純な話し」と企業の抱える事情を汲み取る意思の感じられない議論が存在する

ことは述べた。公式にも「必要な開示資料作成に係るコスト負担に耐えられない

企業は、資本市場から退出する自由は確保されている」との見解を示すＤＷＧの

資料も存在する 66。 

 

 
66 「証券取引所における四半期決算短信の見直しを踏まえ、一部の企業においては、すでに四半期決算短

信の大幅な簡素化が進められていると理解している。従って、四半期開示対応への作成者業務負担は相当

軽減される可能性があるのではないか。つまり制度上は、企業の対応や工夫次第で、業務効率改善を進め

る機会はすでに与えられている。・・・金商法上の四半期報告書作成義務は残るが、それは上場会社とし

ての最低限の責任である、と考える。必要な開示資料作成に係るコスト負担に耐えられない企業は、資本

市場から退出する自由は確保されている」（金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」（第

６回）資料・熊谷委員）。ここに「金商法上の四半期報告書作成義務は残るが、それは上場会社としての

最低限の責任である」とは法解釈論としては成立しても、制度設計を前提とした議論をしているときには

根拠がない。 
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こうした見解に対し企業からは通常の学術論文や政策提言リポートには書けな

いような強い調子の反発が言葉や表情で表現された。「何様だとおもっているの

か」、「（上場廃止）出来ないことを知っていてそういうことを言うからねぇ、何

にも建設的でない」という反応以外に「怒り」までも多く聞かれた。 

 

しかしより深い懸念は、一般の経営者は上記のような例外を除いて、こうした批

判や怒りを投資家やアナリストに伝達できないという制度の構造である。近年

は「投資家・株主と経営者の関係」がますます安易にも「プリンシパルとエージ

ェントの関係」として説明されることが多くなった。仮にエージェントがプリン

シパルの言うことを聞かなければ、プリンシパルは株価の下落や株主総会での

反対票という制裁で対応できるが、エージェントは多くの場合、同等に有効な対

抗手段を持ちえない 67。もちろん、他のステークホールダーの利害を無視したあ

まりに利己的な投資家・株主の主張に対しては、反対意見を述べ、そのような主

張をする投資家は同社の株主となるべきではないと明言する達意の経営者もい

る（節 3.2.5.のケースも参照）。しかし制度設計上は構造的に弱者の立場におか

れる多数の経営者を救済する政策を考える必要がある。 

 

当の証券取引所の見方は以下の通りである。我々とのインタビューにおいて、東

京証券取引所の職員は「（証券取引所自体の観点からは）企業（の）資本市場か

ら（の）退出の自由」については「これは（証券取引所にとっても）あまり触れ

られたくない部分ではあります」という。それは 2013年以降、株式会社日本取

引所グループは自身が東京証券取引所１部に上場する利益追求目的企業の一員

であり、その証券取引所への上場会社数が減り主たる収益源が減ることにつな

がる「話題はタブー」だということであろうか。前出の識者による「退出の自由」

が国民経済のサステナブルな進展上正しいオプションであったとしても、社会

の公器としての証券取引所が自らの利益のためにそうした政策の追求をタブー

視するのであれば、上場会社は不当に不利な立場に置かれている。 

 

更に深い構造上の問題は、研究者やシンクタンク等にも観察される。ファイナン

ス系の研究者や研究プログラムや学部が、監査法人や証券会社系のファンディ

ングを受けていれば、研究者もプリンシパルに媚び諂い、投資家や株主の利益偏

重の論文を公表しがちであることが指摘されている。日本ではまだあまり知ら

れていないが、研究者の癒着や「合法的収賄」問題について最も如実に表現して

いるのは『インサイド・ジョブ 世界不況の知られざる真実』（2010 年：原題: 

 
67 これに対し、投資家や株主や研究者は「それは株主は企業のオーナーなのであるから当たり前だ」とい

う論調が支配的になりつつあるように感じる。しかし「株主は企業のオーナー」であるという論理は法的

に成立しないことは既に説明した。また、仮に過去または現在においてそれが成立しているとしても、将

来を作る制度設計論では決して前提とされるべきプロポジションではない。なぜなら、そうした株主偏重

制度の累積が日本の将来の持続的発展を棄損する可能性が顕在化してきたからである（第４章参照）。 
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『Inside Job』、監督：チャールズ・ファーガソン）である。第 83回アカデミー

賞では長編ドキュメンタリー映画賞を受賞した優れた作品であり、2008 年の金

融危機を舞台に、学者や国際機関職員など一般には信頼を受ける立場の人間に

よる不道徳や利益相反や内部犯行を警告している。筆者自身も英国滞在中には

特定団体からの寄付金を不用意に受け取るべきでないと主張して、所属する研

究機関と幾度か激しく対立した。この経験からその知られざる影響力の大きさ

は強調しても強調しきれない。予算に窮する国連等の公的機関のカンファレン

スが特定の業界団体や企業のファンディングで開催され、アジェンダ設定には

当然そうした協賛企業の意向が強く反映されている問題と同じである。こうし

た側面は米国においては「ロビー活動」として一般的に認知されているために、

カウンター・メジャーやウォッチドッグとしてのメディアや社会活動家による

監視が機能している。しかし日本においてはそうしたモニタリングが十分機能

するような施策が希薄である 68。政府主催の会議体に参画する個人がどの様なプ

ロセスで、どのような組織の代表として選出されているのか不明であり、多くの

委員は公明正大なバイアスを表明するよりは、客観性や中立を標榜しながら実

は所属する組織に利益となるような行動が指摘されている。 

 

こうした構造に鑑み、本研究調査が積極的に「資本市場から退出する自由」の可

能性を議論するにあたり、まず米国における上場会社の推移は 1996 年の 8,090

社をピークに、2012 年には 4,102 社に半減したことを指摘する（その後緩やか

な回復を見せている）。ハーバード・ビジネス・レビューにおいてこのトレンド

は当然の流れであり経済社会的にも望ましいものであるとの記事が掲載されて

いる（Govindarajan et. al., 2018）。それは「ＩＰＯ（及び上場の維持）は財

務費用の上で割高であるだけでなく経営者から時間もエネルギーも奪う」のに

対し「（公開株に対する投資家に対置される）未公開株投資家に頼れば、最新の

情報ベースや、経営戦略に関する迅速なフィードバックや、取締役会を通じての

積極的な経営参画や、外部の科学組織とのコネクションや、戦略上のパートナー

 
68 もちろんこれは「程度」の問題であり、定量化も困難な「バランス」の問題である。しかし、ポイント

はどの法域で一番「合法的収賄」が行われ、どの法域が清廉であるかを判断することではない。政策策定

過程における特定団体や有力企業や研究者の関与を全面的に排除する意図でもない。業界の有力団体や

個人を公的な議論に招きつつも、そこでの議論において、誰の利益を代弁しているのか日常の言語で理解

可能な説明を促すことである。即ち出来る限り「Acknowledged Bias」の推進により適正に意見を対立さ

せ、止揚を可能にする環境を整えることである。その過程において注意すべきは、例えば近年盛んにうた

われる「投資家と経営者の建設的な対話」というようなレトリックである。これは外形的には互恵や国民

経済の進展を図る政策が推進されているように見えるが、実は投資家や株主偏重の権利や利益が更に強

化される可能性のある洗練されたレトリックである可能性はすでに指摘した。より深く構造的に投資家

偏重の制度が正当化されてゆく可能性がある。こうした事態を避けるためには、会議体により設定された

アジェンダの設定理由を精査することと、委員会や審議会メンバー選定の理由を明らかにすることであ

る。また、いわゆる御用学者を多用するのではなく社会批判合理性の観点から「物言う識者」の登用を推

進することであり、それを実務上推進するためには知性と公共精神に富むメディア等による監視や報道

が必要である。 
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探しも手助けしてくれる」と、非公開化とベンチャーキャピタリストとの協働が

より効果的であるからだという。この真偽はともかく、上場コストが高まり非上

場化を選択する企業が多くなったことが、2018 年のトランプ大統領のツイッタ

ー発言につながったとの説が有力であることも注意を要する。 

 

参考として、2018年 11月 21日、米国証券業金融市場協会（Securities Industry 

and Financial Markets Association：ＳＩＦＭＡ）は「米国株式資本形成教本：

新規株式公開プロセスと取引所上場」と題する報告書を公表している。この報告

書では、日本やＥＵでは上場企業数が増加しているにもかかわらず、米国におい

ては減少しているのは米国経済のパフォーマンスの停滞や衰退を意味するもの

ではないと説明している。米国における上場企業数の減少の理由として、上記に

挙げられているもの以外に、①規制強化、②訴訟回避、③株価指数に連動したパ

ッシブ運用の増加、④未公開株式市場の成長などが挙げられている 69。また、大

和総研のレポートでは、規制面に関する事項としては、2002 年に成立したサー

ベンス・オクスリー法（Sarbanes-Oxley Act of 2002）や 2010 年に成立した

ドッド・フランク法など規制による費用負担の増加、株式 公開・維持費用の増

加や、規制緩和された私募利用の増加をあげている。また経営者による株主との

エージェンシー・コンフリクトの潜在的回避（資金調達手段として公募債、私募

債の選好）なども指摘されている。 

 

更に 2020年１月に強制四半期開示制度の原則廃止を決めたシンガポール証券取

引所でも同じ傾向が観察される。同国金融庁職員へのインタビューでは、四半期

開示制度をはじめとする上場コストの増加が上場企業の退出をもたらし 2014年

に非公開化会社の数がＩＰＯ数を上回るようになったことが、今回の四半期開

示制度廃止の大きな契機となっている [Int-シンガポール証券取引所職員；

Int-シンガポール金融庁職員、いずれも 2020年２月]（Strait Times, 2019）。  

 

日本経済新聞もまた、2018年８月 28日に、「ＴＡＳＡＫＩは 17年にＭＢＯ（経

営陣が参加する買収）で非公開化。一時的に損益を悪化させかねないロンドンの

旗艦店のような大型投資がしやすくなった。同社は“中長期の視点で成長戦略

を進めるうえで非公開化は有効”と説明する。“経営の自由度が増した”—16 年

に上場を廃止した婚礼大手、ノバレーゼの増⼭晃年取締役の表情は明るい。市場

の目から解放されたことで“不採算事業の見直しなど経営判断のスピードが上

がった”という。非公開化のメリットは個⼈など不特定多数の株主を排し、株価

 
69 2018 年７月 17 日、米国下院議会は、32 本の法案から成る「2018 年ＪＯＢＳおよび投資者信認法 案

（JOBS and Investor Confidence Act of 2018）」（以下、改正法案）を超党派で可決し、上院に送付した

が、改正法案のうち 18 法案が資本市場に関連するものであった。この 18 法案は、（１）コンプライアン

ス・コストの削減、（２）金融仲介の促進、（３）投資家の アクセスの拡大、などに大別することが出来

る。 
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の変動に惑わされずに経営できる点だ。“短期の株価を気にする投資家が増え、

中長期の成長を考えたい経営者との乖離（かいり）が大きくなっている”（カー

ライル・ジャパンの大塚博行マネージング・ディレクター）と報じている。 

 

こうした非上場化による企業や経済の活性化の可能性を求めて、本研究調査で

は近年非上場化を果たした企業５社からの聞き取り調査（文書によるやり取り

も含む）を行った。残念ながら、どの企業も最終的には本報告書における詳細な

説明の許諾には至らなかったが、いずれの企業も明らかに上場コストの上昇と

資本政策上のメリットの低減は明確に指摘した 70。また、後に述べるように、取

引上の信頼が確保され、優秀な人材が確保される環境があれば、資本政策上のメ

リットの少ない上場市場からの退出は極めて合理的なオプションであることは

指摘している（『補論』で再説する）。また上記５社以外にも、一般的な知名度が

高まった時点で、投資家や株主の意志よりは経営者のそれに従って自由な経営

を推進すべく非上場化を果たした企業も存在することは周知のとおりである。 

 

本研究調査は、直ちに米国型の非公開化やプライベートエクイティ市場の整備

を主張したり支持するものではない。しかし、現行の四半期開示制度を含む様々

な上場維持コストがかさむ中で、ＤＷＧメンバーが指摘する「資本市場から退出

する自由」は積極的な検討に値する。ただし、その際には、非公開化に伴うデメ

リットに関する制度的な手当てや、或いは代替的な上場制度の設計による優れ

た人材の確保が求められ、これについては第４章及び『補論』で取り扱う。 

 

(2)公認会計士・監査法人のジレンマ 

四半期開示制度のみならず、ディスクロージャー制度に関連して、間接的ながら

最も影響を受けるステークホールダーはもちろん監査法人や公認会計士である。

本研究調査においては、図表 5に一定の見方が示されているが、それ以外にも

できる限りの公認会計士及び公認会計士協会の役員らから聞き取り調査（文書

での意見交換を含む）を実施した。主たる対象は４大監査法人のパートナー、シ

ニアマネージャーレベルの公認会計士 16 名の他、（現役或いは元）理事長クラ

スの会計士２名を含む。 

 

図表 5には、多少シニカルに公認会計士は四半期開示制度の存在を、監査報酬

の観点から好ましいものととらえ、その廃止には反対であろうとの見方が示さ

れている。四半期開示制度が導入された当時の公認会計士協会の調査や現在の

 
70 詳細な説明を許諾しなかった理由は、どのケースもすぐにアイデンティティが判明してしまうこと、及

び Covid-19 パンデミックの影響で今後の業績に不安が高まった事情も関係している。本来であれば、追

加的な説得や、新たなケース・スタディーの蓄積に努めるのであるが、世情により今後も適切なインタビ

ューが期待できないために、本研究報告書の早期公表を優先する。 
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４大監査法人への聞き取り調査から、半期開示制度との比較において四半期開

示制度によってもたらされる４大監査法人への増収割合はおよそ 15％に当たる

ものと推計される。今後、仮に、第１クオーター（１Ｑ）と第３クオーター（３

Ｑ）が無くなった場合の減収額の計算は容易ではないが、概念的に固定費と監査

工数をベースにした変動費に分類され、固定費分が大きいために減収割合は 10

－15％にとどまるものと見積もられている。これに対し、クライアント側からは、

少なくとも 20－25％のレベルでの減額が期待されているが、未だこうした交渉

は発生しておらず、どの数値も想像の域を出ない。 

 

仮に 10％の減額であったとしても、「国際的なブランド・グループの一員として、

日本で 10％の減額は極めて由々しき事態ではないのか」との質問に対し、公認

会計士の反応は様々であった。一般的な傾向としては、監査法人の中でポジショ

ンが高ければ高いほど、実際には四半期レビューの必要性・需要は減らず、減額

は 10％よりも少ない可能性を強調する。四半期開示制度の強制が廃止されたり、

任意規定となったり、或いは原則禁止（必要に応じ申請による開示のみ）になっ

たとしても、企業は内部管理のために公認会計士による監査を望み、これまで通

りに近い監査工数が保たれ、従って減額も少ないであろうとの見通しを示す。実

際、１年を通じての監査計画が定式化されルーチン化されている現在において、

この説明には一定の合理性や説得力がある。 

 

これに対し、より監査の現場に近いパートナーやマネージャーレベルの会計士

は思いのほか、かなり異なる見解を述べた。即ち、四半期開示制度及びそれに伴

うレビューは不要であるという見方である。聞き取り調査を通じて、ここには主

に２つの理由があるように感じられた。一つは本決算を終えて３か月後の１Ｑ、

或いは半期決算を終えて３か月後の３Ｑにおいてそれぞれの決算と何がそんな

に違いうるのだという監査業務日常の感覚である。四半期開示制度が導入され

た 2000年代初めから半ばには新しい監査手続きやフローに慣れるためにトライ

アル・アンド・エラーがあり真剣度も高かったが、今日に至っては極めて形式的、

ルーチン化が進んで、自らレビューを「適当にやってるよ」（四大監査法人パー

トナー）という感覚がある。もっとも、そもそも監査手法や手続きや制度の進展

により内部統制監査や各種実証手続きが充実して、年度末には詳細な「監査」が

実施されるのに対し、その他のクオーターでは簡易化された「レビュー」が実施

されるのであるから、四半期レビューでは真剣さの程度が低下していても、それ
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は制度が予定していた状態であろう 71。この点は監査人だけでなく、被監査対象

たるクライアントからも同様の感触が示されている。「以前はいろいろな質問が

来ましたけど、今は（四半期レビューにおいては）定型的なチェックマークが仕

事」（最大手建設業経理部）という感触・認識が強い。また、仮に該当３ヶ月の

間に何らかの異常事項があれば、それこそ適時開示の規定によって補足される

べきであり、約 3,800 社が毎１Ｑ、毎３Ｑごとにエネルギーや費用をかける必

要はないとの感覚がある。 

 

もう一つは、近時の人手不足と「働き方改革」と「ブラック企業」として認識さ

れる可能性に関する懸念である。2000 年代初めより以前に半期決算制度が主流

であった時には、４月、５月の超繁忙期と他の閑散期の差が激しかったが、四半

期レビュー制度が導入されてからは作業の平準化が図られ、ピーク時の忙しさ

は緩和されているかもしれない。それでも働き方改革や労務コンプライアンス

の厳格化、ワーク・ライフ・バランス職場の推進といった時代の流れの中で、人

手不足は未だに現場の感覚として根強いものがある。加えて、監査法人内の昇進

基準・プロセスが可視化され、査定での高得点を欲して多少無駄な仕事でも進ん

で請け負うようなジュニア会計士もかなりの割合で存在する模様である。こう

したことから、監査法人全体への収入に関して比較的責任を負わないマネージ

ャーレベル以下の会計士は、全体的な課業を削減するという意味において、四半

期開示制度及びレビューの廃止に関しては好意的な見解を述べがちであった。 

 

しかし、上記の収益や就労時間に関する懸念よりも強調されたのは、金銭的な懸

念ではなく、会計士の精神的な側面であった。これは個々の対面調査で時間を費

やして行けば行くほどほぼ間違いなくたどり着く論点であった。形骸化された

 
71 以下、個人的な印象と断りつつ、別の観点から四半期レビューが効果的に実施されない可能性について

コメントしてくれた公認会計士の見方を注記する。「四半期開示見直しにあたって、当方が考える問題点

として四半期決算と減損会計基準の相性の悪さという論点があります。現行会計基準下における利益変

動の主たる要因は減損会計による減損損失が占めています。これは、近年のＭ＆Ａの増加により減損対象

となる固定資産額（主にのれん）が増加したためです。特に、ＩＦＲＳの場合、のれんを償却しない上に、

Ｐ/Ｌ上、特別損失や経常利益概念がないため、減損損失による利益変動のボラティリティが大きくなり

がちです。減損会計基準上は、当然、減損損失計上の適時性を求めていますが、見積り等の手順の複雑さ

から年度末決算時に認識が集中しがちです。また、我が国の四半期会計基準では、四半期の減損について

は年度末決算よりも簡便な手続きも許容されています（参照：四半期財務諸表に関する会計基準の適用指

針 92 項）。特に第１四半期末（３月決算の場合６月 30 日）の場合、前期末の有価証券報告書に添付する

監査報告書提出日（３月決算の場合、株主総会終了後の６月最終週）と 1 週間も間が空いていませんか

ら、第１四半期末に減損に取り込む事象は、いわゆる修正後発事象として前期末の決算に織り込むべきだ

ったのではないかという疑義が常に生じる構造になっています。その結果、第１四半期に減損損失を計上

することを躊躇しがちです。この減損会計基準の存在が、四半期財務諸表の財務情報としての有効性を下

げていると感じます」（原文の段落は省略するもママ）。なお、このポイントに関しては、ＩＦＲＳ採用メ

ーカー経理部関係者より、ＩＦＲＳベース且つ四半期ベースでのれん等の減損会計を実施することは事

実上負担が重すぎる、とのコメントを得ており、上記公認会計士の見方とも合わせて、少なくとも現行制

度運営上は四半期開示情報の有用性に関し疑念を増幅させるものである。注 72も参照のこと。 
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四半期レビューを無機質に続けても、公認会計士としてのプライドや遣り甲斐

を棄損するばかりで業界からのすぐれた人材の流出にもつながるというもので

ある。近年は監査法人から一般事業会社等への転職が一般化してきたが、その転

職の一番の理由は「忙しさ」にあるという。しかし、この忙しさがクライアント

への実質的なサービスや経済社会の厚生に役立っているというプライドに裏打

ちされていれば耐えられようが、クライアントに多大な費用を負担させながら

それに見合ったサービスを提供できていないという感覚が大きく作用している

という。「スズキ君、ここは、キーワードはプライドだよ。なんにもプライドを

感じられない仕事が嫌なんだよ」とは、（アイデンティティの保護のため「現役」

或いは「元」）公認会計士協会の役員を務める会計士のコメントであった。以上

総じて、公認会計士というプロフェッションにとっては四半期開示制度は必須

であったり死守すべき制度との感触は薄い 72。 

 

(3)ＩＲコンサルティング会社等の死活問題 

25 年ほど前、筆者がオックスフォードの博士課程の学生であったころ、学資を

稼ぐために“J-economics”というビジネスを立ち上げ日本企業の欧州におけ

るＩＲ活動のお手伝いをしていた経緯がある。当時はまだエクイティ・ファイナ

ンスの可能性を信じて、多くの日本企業が欧州でのロードショウを拡張する気

概で英文資料の作成方法、プレゼンテーションの方法、主要投資家とのコンタク

ト等、様々なＩＲ活動の支援が要請されていた。現在までに、一方でこうしたバ

ブル的なロードショウ熱は冷め、他方で企業自体がＩＲの方法を確立したりル

ーチン化してＩＲコンサルティングの需要は相当程度、沈静化したように見え

る。 

 

他方で、ルーチン化したＩＲ活動の内、事務的に煩雑であったり外注した方が楽

である分野についてはＩＲコンサルティング会社への委託も行われている。そ

うした委託の一つの例が四半期ごとの開示に伴うＩＲである。パワーポイント・

 
72 上記の見方に対し、大手監査法人でも中小監査法人でも経験を重ねる知見の高い公認会計士は次のよ

うにコメントする。「若手会計士の「遣り甲斐」が喪失している点については強く同意します。ただし、

それと四半期開示との因果関係は薄いと考えます。遣り甲斐喪失の主たる原因は期末監査（及び内部統制

監査）における実証性手続の増加でしょう。本文中にレビューを「適当にやっているよ」（155ページ）と

いう表現がありますが、発言者の主旨は年度末の監査（特に内部統制監査）にかける作業負荷が著しく増

加しているため、「レビュー」の方は、その趣旨にしたがって簡便化しているという事ではないでしょう

か。四半期監査導入当初は、我が国にレビュー制度の経験がなかったため、四半期決算時にも、ほぼ期末

監査に準じた作業が行われていましたが、現在は、四半期決算の往査中の作業の多くが期末監査のための

期中手続の一環にシフトしています。発言者は、そのような「監査」と「レビュー」の制度上の違いを表

現したものであり、この文脈中、特に「真剣度」という形容詞が使われると発言者の意図が誤解される点

を憂慮します。監査とレビューで「真剣度」が違うのは制度設計上予定されているものです。また、若手

会計士がやる気を失っているのは Vouching などの実証的手続の増加が原因で、四半期レビュー時に行わ

れる分析的手続は、むしろ創造性が発揮できるので、皆、嫌いではないはずです。（やる気を失っている

もう一つの要因は法人の品質管理厳格化による個人の権限範囲の縮小だと思います）」（原文にある段落

は省略するもママ）。 
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スライドやその基礎資料の作成やビデオ撮影、カンファレンス・コールの準備な

どを含むサービスである。いうまでもなく、こうしたＩＲコンサルティング会社

にとっては、四半期開示制度の存在自体がビジネスの収益に大きく貢献する。

「半年に一度に戻すなどということは考えられない」とのコメントを寄せる。こ

れは、ＩＲコンサルティングのみならず、ＩＰＯコンサルティング会社、企業情

報提供会社や会計・ディスクロージャー関連メディアにも共通で、近年の欧米の

動向（四半期開示制度の縮小）に神経質になると同時に、日本においては是非と

も四半期開示制度の存続を望む意見発信をしている。 

 

ただし、四半期開示制度の運用を強化・補助する業務の意味合いや遣り甲斐、プ

ライドについては公認会計士と同様のジレンマに苛まされている。残念ながら、

2020 年２月以降の新型コロナウィルス感染抑制政策の関係でインタビューデー

タのサンプルが少ない。それぞれ３件以上の聞き取り調査（書面によるやり取り

も含む）は不可能であった。それでも、企業や投資家・アナリストが四半期開示

制度の意義を強く感じていない以上、ＩＲコンサルティング会社等はなおのこ

とレゾンデテールを問われるレベルでの危機感を抱いていることは理論的に想

定しうるし、以下のインタビューデータにも明白に表れている。 

 

即ち、あるＩＲコンサルタントにすれば： 

 

「四半期開示制度がある分、クライアント（企業）からの依頼で資料作りとか

ロードショーのアレンジメントの機会は確実に増えた、というかそれによって

この業界は発展したわけです。収入も増えたわけですけれども、それがクライ

アントにどれだけのメリットを与えているか否かについては自分たちが一番

理解して（いる）、・・・それも時間がたつにつれて標準化されて、他社との差

別化も図れないで・・・」 

 

いるという。また、別のＩＲ会社役員は： 

 

「○○ディスクロージャー大賞なんていうものを目指すわけですが、基本的に

増資が無い資本市場でそんな賞を目指す企業は少ないわけです。余裕があって、

超優良企業で、或いはＣＦＯか誰かがちょっと変わった人だとそういうコンペ

ティションに参加するんでしょうけど、これが市場全体のディスクロージャー

の改善につながっているかどうか。まあ、一定の改善というか、影響はあるで

しょうけれども、基本的に増資が無いわけですので・・・」 
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と、いずれにしても本質的な意味が失われていることを危惧する。そのうえで、

ＩＲ業界の将来展望について質問を移すと「・・・いずれにしても、最盛期は過

去のものです」との認識を示した。 

 
同様のジレンマはＩＰＯコンサルタントからも聞かれる。かつて大手監査法人

に勤務していた 30歳代の公認会計士は： 

 

「四半期開示制度に関する手続きとか処理に関する手ほどきでずいぶん収入

になってます。・・・経常的な決算の補助は重要な収入源です。・・・（とするが、

同時に）それでクライアントの費用がかさんで、ＩＰＯをするインセンティブ

さえ減殺してしまう」 

 

ケースがままみられるという。これは先に挙げた最近ＩＰＯを成功させた企業

からも説明された事項でもあった。 

 

ここで、もう一例、少し異なったビジネス・ステークホールダーについて記録し

ておく。近年は特に、蓄積・充実してきた企業情報とＩＴや通信技術を組み合わ

せ、更にエンドユーザー側におけるＰＣやスマホの汎用性を利用して、短期的で

ゲーム的な投資機会・ビジネスが増加している。四半期開示情報などを電子的に

蓄積し、それをユーザーフレンドリーなデータとして提供するだけでもビジネ

スとして成立しうる。図表５やアンケートの結果をみるとこの種のビジネスに

近いものは、四半期開示制度を死守すべく強い調子でその必要性を主張する。 

 

しかし、会計や財務の研究者や企業の中には四半期ごとの開示を超えて、日時の

仕訳データやＸＢＲＬ形式の月次財務書類やＰＤＦ形式のプレスレリースや書

類や役員会議や決算説明会での発話を自動的に抽出しコンピューターに取り込

み、そのセンチメントやインプリケーションや解釈をＡＩに学習させて業績予

想や株価の売買に当たらせる方法の開発に注力する者もいる。こうした研究や

実務が経済社会の発展に役立つものである可能性を否定するものではないが、

多くは前出のより頻度の高い開示制度の存在自体を利用し、情報技術をテクニ

カルに操ることを通して利益を蓄積しようとする試みに過ぎない。もちろん、こ

れは違法行為ではないし、実はＡＩに業績予想をさせた方がアナリストによる

予測よりも精度が高いという実証結果も報告されている（図表５中のコメント

を参照；ただし、予測とその実現に関する高い循環性にも注意。節 3.2.1.(5) a.

参照）。こうした実務の観点からは、四半期という頻度は、投資活動に十分寄与

するタイム・フレームではなくなりつつあり、こうした利益機会を求める投資家

にとってさえ有用性が逓減している。 
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即ち、時代はビックデータで、ＡＩで、日次財務情報で、リアルタイムで、非財

務情報で・・・というレベルで市場情報が進化すれば、定型的な四半期財務諸表

の公表という会計やディスクロージャーの役割自体が逓減し、時代遅れになっ

ている可能性がある。会計は企業情報のほんの一部に過ぎずその役割は限定的

である。四半期開示制度があろうとなかろうと、他の重要な投資判断のための情

報・機会は増える一方であるから、四半期開示制度とショートターミズムの関連

性を危惧することも重要性が低くなってくる可能性がある。情報技術に強い投

資家によれば、決算の頻度にかかわらず、日常の他のデータを活用したビックデ

ータとＡＩに依拠した投資の傾向は止めようがない。仮にそうであれば、制度と

しての会計やディスクロージャーの役割を一年の成果の法的確定と分配の基礎

とすることに限定し、年一度の決算とすることも十分考えられる。（ＡＩやビッ

グデータと会計・ディスクロージャー・投資の関係については、後日 Suzuki, 

2021 [未定稿]で検討する予定である）。 

 

この意味で、企業情報の頻度を利用して利益を上げようと試みるステークホー

ルダーを概観すれば、この一群には四半期開示制度を死守せよとの要請とその

ような制度は時代遅れであるとする主張が混在する。 

 

(4)メディアと研究者のリサーチや取材力の低下 

最後に、会計・ディスクロージャー関連メディアからは、特に興味深いケースが

観察された。本調査は、主要な企業情報提供会社や会計・ディスクロージャー関

連メディアに対し、四半期開示制度の改廃を論じるにあたっては企業情報提供

会社や会計・ディスクロージャー関連メディアからも積極的に意見を伺いたい

と旨を伝えインタビューの要請を行った。すると、某会計・ディスクロージャー

関連メディアから、そのような調査には「絶対に協力したいのですが、絶対に協

力できないのが実情です」と奇妙な回答を得た。その意味するところを確かめ、

交渉の末、最終的には厳格な匿名を条件に次の点を指南してくれた。アイデンテ

ィティを保護するために以下の説明ではシャープさを欠く部分があるが許容さ

れたい。 

 

インタビューでは、まずは大学研究者が企業情報提供業者やメディアに聞き取

り調査を行い、資本市場の一ステークホールダーとして認識していることに関

する（感謝と）適正性が指摘された。これは情報メディアの存在の仕方が、市場

に大きな影響を与えているという認識があることの証であった。特に「20 年ほ

ど前には、実質的な意味で情報メディアが市場に大きく貢献していたんで

す。・・・今は違った形で影響力が高すぎる」と説明される。氏は四半期開示制

度が強制される以前と今とを比べて氏の仕事の意義・内容の変化を想像してほ

しいという。以前は頻繁で定期的な情報がなかったからこそ： 
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「ジャーナリスト（やアナリスト）としての手腕が試されるんでね、・・・情報を

積極的に取りに行って、自分のフレームワークでまとめ上げて、・・・何らかの基

準で比較可能性を生み出してですね、それを投資家に売ることでビジネスが成立

したわけですよ。・・・情報を積極的に開示してくれる企業も、そうでない企業も

いて、でも、だからこそ、その企業の資金需要とか、経営成績とか、経営者の傲慢

さとか、いろいろなことが分かった。・・・（しかし）今は、すべて均質化された情

報価値の薄い数字や枕詞が定期的に公表されるだけ・・・。・・・これを、（研究者

の）先生は、投資家もね、効率的な情報というんでしょうが、何に関する効率なの

か、勘違いされてます」。 

 

今や情報メディアの商売は、そうした情報をいかにタイムリーかつ安価に電子

化して、いかに高価なデータベースとして、いかに多くの企業や研究機関に納入

するか、というつまらないルーチンに成り下がってしまったというのである。そ

れでも、「こうした流れは止められない ・・・商売としてこれを続けてゆかなけ

れば倒産する」しかないとの見解を示された。氏も同様に「遣り甲斐」や「意味」

や「プライド」という言葉を使って説明された点が印象的であった 73。 

 

近代の会計やディスクロージャーの歴史は、標準化された情報を、幅広い関係者

に、より迅速に、公平に公開することができ、またそれが経済社会の厚生を高め

るかのように前提としてきたが、これは理論的にも実証的にも未熟な思い込み

である可能性がある。現在の会計情報とは、経済社会の管理や進展の観点から結

局どのような情報であるのか、誰を利し、誰を犠牲にし、今後の経済社会にどの

ような影響を与えうるのか、他国に先んじて成熟経済社会を迎えて久しい日本

では根本的な反省を要する問題である。 

 

以上のデータサービス会社やメディアが提供する広範囲の定型的情報に依拠し

ているステークホールダーに「研究者」がいる。これは大学等学術機関の研究者

だけでなく、アナリスト或いはエコノミストと呼ばれる人たちの中でも特に研

究調査・リサーチを担当している者も含む。研究者にとって、四半期開示情報は

データの継続性・完全性の観点から極めて大切なものである。これまで、四半期

ごとに蓄積されてきたデータが急に取れなくなれば、データの連続性が損なわ

れ、蓄積されたデータの価値が著しく毀損される可能性がある。さらに、アンケ

ートには積極的に答えてこなかったが、一般新聞、雑誌、或いは政府機関なども

 
73 なお一部の雑誌記事で、同様の懸念を示すメディアが固有名詞を伴って紹介されているが、本調査にお

ける企業情報提供会社や会計・ディスクロージャー関連メディアが同一のものか否かについては一切の

スペキュレーションを慎むべきである。また本調査に協力してくれた情報提供者は組織の経営幹部であ

るかもしれないしそうでないかもしれない。証拠を伴わない風評は厳に慎まれたい。（調査において、氏

は現状のやるせなさを、心に響く言葉で語られたことに、心より感謝を申し上げる。） 
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四半期情報を有効に利用していることは事実で、こうしたデータの継続性に関

する一定の配慮は必要であろう。ただし、企業側にしてみれば「我々は、データ

業者さんのために仕事をしているわけではありませんから」と、企業側にインセ

ンティブやメリットの伴わない情報作成コストを強要する制度に難色を示すの

は当然である。ここではデータの需給、コスト・ベネフィットに関するコーディ

ネーションが制度として成立する基盤が存在しない。もっとも、「そこまで本当

に必要なデータであるなら、誰かしら相当の費用負担をするでしょう。そうした

費用負担をしないというのであれば、それほど重要なデータではないというこ

とではないでしょうか」との企業側の言い分にも一理ある。 

 

3.2.4. ミクロ的な検討の綜合：プライドを喪失した資本市場 

本章では個々のステークホールダーの四半期開示制度に関する見方を考察して

きた。多種多様な立場と見方を一つに集約する意図ではないが、今後の制度設計

のための一つの注目すべき共通点や視点として、投資業界関係者の「遣り甲斐」

や「意義」や「プライド」の逓減・消失を指摘する。ここで「プライド」等に注

目するのは、こうした日常感覚が将来制度設計の基礎たる「動機づけ」と深く関

係しているからである。会計士やＩＲコンサルタント等の「遣り甲斐」や「意義」

や「プライド」の逓減に関しては、十分に記述した。また、証券取引所のそれに

ついては、第４章で詳述するが、エクイティ・ファイナンスが極端に減少し回復

の見込みが少ないことを考えれば想像に難くない。以下ではもう一度主たるス

テークホールダーたる投資家やアナリストの「遣り甲斐」や「意義」や「プライ

ド」に立ち返ってまとめる。 

 

中堅投資顧問会社の役員兼チーフストラテジストはアンケートに対する回答で

次のように述べる。 

 

日経平均株価など、30 年以上前の株価水準をうろついている日本株式・・・とい

うか、人口動態的にもさらに少子高齢化が加速する中で、金融財政の出動余地のな

い日本株式など、ほとんど投資対象としていない。 

 

次に対面聞き取り調査で示された、一般には長期的な視野に立った投資をうた

っている大手の投資顧問会社に属するファンドマネージャー（ＦＭ）の「私見」

である（本研究調査書で引用する場合には「私見」であることを要請されたため

のカギ括弧である）。徐々に短期的なトレードが多くなっている現象を討議して

いるときのフリートークは次のようであった。 

 

ＦＭ ・・・じゃあなぜ四半期が必要かって、「なぜ」を何度も聞かれるんで、そんなの

は当たり前じゃないですか。大切ですよ。そりゃそうですよ、結局、うち（所属す
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る会社）だって短期に業績をチェックしますし、それはアセットオーナーが短期に

利益が出ていることを見たいからで、当たり前の流れっていうか、そういうことじ

ゃないですか？ 

 

そりゃ、おそらく、投資家を目指した人なら誰でもね、今は短期の投資家に成り下

がっててもね、本当は誰だってバフェットになりたいんだと思いますよ。バフェッ

トより、もっとすごいね。ほら、彼が自分の理解の及ぶ単純なビジネスモデルだけ

に投資したでしょ。そうじゃなくてね、本当であれば、みんな自分の得意分野を作

って、ちゃんと腰を落ち着けて勉強してね、化学でも宇宙物理でも、医学でも薬学

でも・・・何だろう、農業でも漁業でも何でもね、長期的な投資を夢見てるんだと

思いますよ。先生の言うように、夢があって人を幸せにする分野を見つけてね、今

は規模が小さくて確実性もないかもしれないけど、リスクをとって（資金を）注ぎ

込んでやれば、何か大きなものになる、そういうのに賭ける、投資するっていうの

が本物の投資家だとは思いますよ。再生エネルギーなんか、もしかしたら、大きな

投資を皆で一緒にやることで規模の経済の取れる分野ですよ。 

 

インタビュアー ちょっと、ごめんなさい、自分の答えを持っていないわけではないんで

すけど、じゃあ何でそうしないんですか、という質問です。 

 

ＦＭ そりゃ、出来ないわけですよ。短期に利益出してかなきゃいけないわけですから。

っていうか、短期に利益を出す方法はあるわけですよ、出さなきゃいけないし。先

生がおっしゃる通りですよ。世の中がそうなっちゃってるわけですよ。さっき仰っ

てたことが答えですよ。ポートフォリオ理論もそうだし、インデックスも、ＩＴも

そうだし、ＡＩもそうだしねぇ。ようやく先生が何を言ってるのかわかってきまし

たよ（笑）、いろんなものの証券化ね、クロスボーダーもね、今はビットコインも

そういうことになるのかなあ。何か、もう、縦も横も、未来もみんなボタン一つで

売買できちゃうわけでしょ、ボタンすらないわけですよね。なるほどね、そういう

ことを言ってられたんですね、ようやく分かりましたよ。なるほどねぇ・・・なん

かスッキリしましたよ。別に、大金を左右に動かしてね、瞬間的にね、効率的に儲

けるっていう話であれば、私が日本企業の研究開発の将来価値を分析して投資す

る必要なんてないっていうか、それは非効率なわけでね。・・・なるほどね、先生

が何を言おうとしてるか（＊）、ようやく分かってきましたよ。 

 

（＊ここで参照された筆者の考え方については節 4.5.にまとめてある。） 

 

更に、大手投資顧問会社のチーフエコノミストは悲観的な見解を隠さない。 
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東京証券取引所が金融は国際化している、ボーダーレスだという事であればなぜ

東京証券取引所が存在するのかわかりません。資金も情報も効率的でボーダーレ

スだというなら東京証券取引所は必要ないでしょう。ニューヨークでもロンドン

でも証券取引所は１つで十分です。我々がここでちまちま商売をしているのは、英

語も話せずに、ローカルな投資しかできないからです。この国に生まれて、アメリ

カや中国の最新の技術やノレッジを見出す能力がないからです。良くてグローバ

ルにポートフォリを組んで投資をしているふりをするか、新興国のグロース全体

に乗っかるか、その程度です。（日本人の中で）ほんの２－３人優れた人がいるの

かもしれませんが、この業界でずっとエコノミストをやってきた私が一番よくわ

かります。 

 

・・・日本株の担当者はなおさら不幸です。この日本のどこに投資機会、超過リタ

ーンを見出せというのか。それが私の仕事なのでしょうが、（そのような機会が希

薄であることを）私が一番よくわかっています。それでも食べてゆくためには、利

益を上げるのが仕事です。その環境の中で短期に投資リターンを迫られる若い人

たちはかわいそうです。高い投資リターンが得られないことが分かっているから、

手数料で商売しているのですから。 

 

そのために外国人投資家を増やし、個人投資家を増やしとやったのでしょうが、も

う限界は見えています。投資家としてのプライドとか遣り甲斐というお話ですが、

その通りです。誰でも、本当は、長期のいい仕事をしたいんだとは思います。 

 

更に、クオンツを専門とし投資業界で様々な経験を経た上で独立し、メディアで

もコメンテーターとして活躍するストラテジストは次のようにメールで回答す

る。 

 

情報の価値、という点については、ご指摘のように頻度が高ければ正確なのか、さ

らに言えば投資の観点から有用性があるのかという点は私も大いに疑問がありま

す。というのも、実は特にここ 10年程度の日本株市場においては、アナリストの

レーティング推奨がまったく機能していない状況にあります。えらそうに企業分

析をして予測しようが、結局アルファを生み出せていない（具体的にいえば、買い

レーティングよりも中立や売りの方がパフォーマンスが良い）んですね。 

 

某欧州系証券会社の株式調査部にいた際、決算シーズンになると業績発表時に「業

績予想が当たった！」と大喜びしているアナリストが散見されましたが、当たって

喜んでる程度の適当な分析なのか？と問い詰めたくなりましたね。そもそもそれ

を当てるのがお前らの仕事なのに、当たって喜びを隠し切れないほどの珍しいこ

となのか、と笑（ママ）。そう考えると、財務分析から業績見通し、そして株式投
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資の推奨の構築にいたるまでに公開される情報は、特に「投資」の観点からはたい

した価値なんて持ってないんじゃないかと思います。 

 
おっしゃるように、投資家にとっての価値が企業の価値（＊）、というのは、私の

ような数字しか信じないクオンツにとってすら違和感しかないです。そう考えれ

ば、四半期・半期決算を予想して投資するボトムアップのアクティブ投資家などは

すでに過去の遺物（絶滅危惧種）であり、今後はベータと需給だけを収益源にする

ＨＦＴ・アルゴの超短期と、超長期的な視点からエンゲージメントやアクティビス

トのみが存在しうる二極化が進行するでしょうから、四半期決算は無くしてもた

いした問題ではないですね。ＨＦＴは決算やリリース発表の瞬間のイベント投機

の機会が減るのが困って逃げ出す輩はいるかもしれないですけど、彼らがいなく

なって困るのは出来高の激減とコロケーション・サービス・フィーの消失で食いっ

ぱぐれる東証くらいで、個人投資家はたいして困りませんし 74。 

 

そして、最後の「そもそもアンダーパフォーム自体が悪いことなのか」（＊＊）と

いう点についてですが、これは私も個人的には完全に同意です。周知のように、現

在（2020 年２月末）米国株、ドイツ株は史上最高値を更新し続けてバブルの様相

を呈しておりますが、特に米国のような究極の資本主義に基づく好況に私は賛同

できません。 

 

（この後、コロナウィルス感染拡大前の米国における株高と、そのメリットを享受

する一部の高額所得層と、その陰に隠れて十分に医療サービスも受けられない多

数の貧困層が存在する米国が賞賛される矛盾を指摘される）。 

 

（日本に立ち返り）その環境下で、せっかく稼いだ資金を従業員に還元せず自社株

買いなどで吐き出して、さらに資本家を喜ばせて何の意味があるのか、と。 

 

私もよく知る・・・（某大手企業の）ＣＦＯのＡ氏も[アルファベットを変えてアイ

デンティティを保護している]、ROE 経営とかエクイティスプレッドだとかそれら

しい言葉を並べて資本の効率性を煽っておられますが、資本をスリム化してレバ

レッジあげてまで無理してＲＯＥを上げ、株価を上昇させることが広く一般に幸

せなことのか、というのは甚だ疑問です。 

 

無論、資本市場を否定することはできませんし、否定するならそもそも上場なんて

やめちまえという話になりますが、先進国の中で特に強く上昇し続ける自己資本

比率と、それが資産効率の悪さとして海外投資家から評価されない状況などを見

 
74 コロケーション・サービスとは災害やサイバー攻撃などのリスクを低減しながら安価で高速で安全な

サービスの確保を目的として、サーバーや通信機器を共同スペース・共同管理のもとに設置すること。 
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るかぎり、日本（の企業経営者）って究極的な資本主義には向かないんだと思いま

す。でも、それを私は恥じることだとは思いませんし、ある意味では先進資本主義

の中の最後の良心のような気がしてなりません 笑。・・・75 

 
（＊、＊＊について：これ以前のメール交換で、株式市場で決定される価値と、経済社会の中で

重視されるべき価値について話している。例えばＲＯＥ１％程度でも多数の雇用を創出し市民に

日常必要な財サービスを提供し続けている会社の経済社会的な価値を想定されたい。筆者の頭の

中では、資本市場での価値とそれにまつわる制度や取引が経済社会上の価値にどのような形で影

響を与えてゆくかということが懸念されている。詳細は第４章で展開する。） 

 

以下、本研究調査
．．．．．

が
．
読者と共有しようとしているのは、投資家のジレンマであり、

投資家への共感である（以下の「アポリア」としての見方を参照）。まず、この

点誤解の無きようお願いしたい。しかし、もはや資金需要が逓減し増資の必要が

なくなった企業からすれば
．．．．．．．

、投資家やアナリストは敵対視されることが多い。本

研究調査書を起稿することとなった経緯から想像されるように、筆者は多くの

企業経営者や財務担当者と意見交換しまたリクエストを受けることが多い。そ

の中で常に感じることは投資家に対する高まりつつある敵対的とも言える感情

である。たとえば次は少し語気が強すぎるきらいがあるが、某企業トップの言葉

をそのまま掲載する。 

 

（年齢的にも、経営分析の能力においても経験の浅いアナリストが多いことを一

通り話し終わった後で）何の経営の経験もなくてね、自分のカネでもないのに、資

本にものを言わせて、何もわからないくせに分かったようなことを、ことばかり言

ってね、配当と株価だけ要求してくる連中ですよ。こっちも（相手が）何にも分か

ってないことを分かってるし、相手もこっちが分かってることも分かってるしね。

茶番ですよ。アナリストが我々の価値を測ろうなんて夢のまた夢ですよ。（同席す

る部下がメモを取るのを制止する 76）それで企業価値が決まるなんて言うのは教科

書の中の話です。 

 

（学者の）先生方もね、投資家が会社の経営に規律を与えているとか、効率的な経

営にしているとか言うわけですよ。そうするとね、、、言っちゃあれですけど、頭に

きちゃいますよ。・・・（そのように認知されている投資家やアナリストや学者に対

して、四半期毎あるいはそれ以上に）なんでペコペコしなきゃいけないんですか。

コード（近時のコーポレート・ガバナンスコードやスチュワードシップ・コード）

 
75 強制四半期開示制度の廃止を決めたシンガポールにおける投資家も同様の見解を示し、無批判に投資

家に迎合せず長期的な視点に立った経営の推進や、証券市場よりも実体経済優先の政策をとるシンガポ

ールにおける政策判断を「本当の豊かさのサイン」であるとしている。 
76 このインタビューの直接引用に当たっては、厳格なアイデンティティ保護の条件のもと経営トップの

承諾を得ている。この承諾には、日本の経営・経済運営のコンテキストの中で「投資」の意義が逓減して

いるにもかかわらず、未だに従来以上に投資家優遇政策や研究が行われていることに対する警鐘を鳴ら

してほしいとの願いが込められている。この点も脚注として挿入することに合意している。 
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で「建設的な対話」が求められてますからね、やりますよ、形式的にはいくらでも

できます。でも、それが本心かって言われれば、お互いにわかってるでしょう。ま

た茶番ですよ。役に立たないんですから。役に立たないことはやりたくないんです。

そんな余裕ないですよ、もう、日本には。 

（本インタビューは 2020 年の Covid-19 パンデミック以前に行われた） 

 

こうした高揚した感情の表明は、公的には禁忌の極みであろう。企業と投資家が

対面する場面やメディアのインタビュー、或いは学問的な報告書においても表

現されえない。研究報告を行う筆者との間に厳格なアイデンティティ保護の信

頼関係が成立していなければ決して表明されない事実である。しかし、おそらく

多くの経営者も投資家も少なからず知覚することのある、比較的広く共有され

た不都合な真実として顕在化しつつある。2019 年の後半から現在（2020 年 12

月）に渡る聞き取り調査を通じて、８年前に『オックスフォード・レポート』を

起草していた時よりも、一段と強い企業と投資家側の距離を感じた。しかしそれ

でも高配当要求にこたえなければならない企業経営者が組み入れられた基準・

規則、及びそれを支える研究調査や経済紙上の論調にいら立ちを感じた。 

 

もちろんこれは特定の企業群と特定の投資家・アナリストとの間に建設的な対

話や取引が成立し、両者が満足であるとともに社会の厚生を向上しているケー

スの存在を否定するものではない。そうした状態にあれば、これらのステークホ

ールダーの商慣習を批判する意図も阻害する意図もない。『補論』で提案される

代替的な制度を無視して、これまで通り積極的で、より速い、より正確で、より

詳しい企業情報の定期的な交換実務を通じて、それぞれの厚生の改善を追求す

ればよい。本研究調査が危惧するのは、相互にメリットがないにもかかわらず抜

け出すことの出来ない多くの市場参加者であり、構造であり「制度の失敗」であ

る。 

 

市場のセンチメントに即して現在の日本の市場構造を概観してみれば、約 3,800

社全てが四半期毎の詳細なディスクロージャーを強制されるものの、投資家や

アナリストがその情報の一部を利用して流通市場で株式の売買を行うだけであ

って、エクイティ・ファイナンスの予定がない９割以上の企業にしてみれば「何

かの役に立っている、厚生が改善している」という実感がない 77。「実感がない」

というのは本研究調査の判断ではなく、企業と証券市場関係者の日常の言葉で

あり感覚である。その意味で現在のマーケットは、経済主体の動機付けに失敗し

ており、達成感もプライドも逓減している可能性が高い。これは日本の高度経済

成長を支えた当時には得らえた「遣り甲斐」の喪失であり、成熟経済社会を迎え

 
77 この点「資本調達をせずに上場を続けている企業側の問題である」との見方もあろうが、同点について

は後に詳述する。 
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た日本特有の「制度の失敗」であり、今後も高い潜在的成長率の期待できる英・

米とは異なる「地政学的な遜色」である。このマーケットのマクロ的構造につい

ては第４章で分析する。 

 

しかし、本研究調査が最終的に議論・推進したいのは、そうした市場の失敗の原

因分析ではなく、企業と投資家やアナリストの対立的な構造を超えた止揚であ

り、新しいマーケットへ向けての制度設計である。（短期の）投資家とて、本来

は投資を通して社会へ貢献したいのであり、場合によっては通常は競合してい

る投資家と共同してさえ、社会に役立つ分野への投資を望んでいる。投資家自ら

の興味や研究や分析や倫理的な判断も含めて投資を実行し、これをもって社会

に貢献すると同時に自らへのリターンも実現するプロとしてのプライドを歓迎

しない者はいない。旧態依然とした予測に基づく株式のトレーディングではな

く、よりよい未来を作ってゆこうという情報作成者のシグナルを受信・分析し、

普段は競争関係にある他の投資家と共同してでも企業を支え、安定して建設的

なガバナンスの一翼を担うことの出来る社会構築的なディスクロージャーや投

資の可能性はないか。企業と投資家やアナリストが対立的関係を超えて、共に高

みに至ろうとする動機が存在するのであれば、我々は個々の投資家やアナリス

トのおかれた自身では解決のつかないジレンマやパラドクスを積極的に克服す

る努力が必要であろう。そのための現状分析が第４章であり、具体的な代替的制

度設計は『補論』で検討する。 

 

3.2.5.ミクロの懸念や問題を克服したケースとしてのユニリーバ78 

ミクロの分析や綜合を試みたうえで、最後に、一つの成功例について触れたい。

これまでの考察の中で徐々に明らかになってきたのは、上場市場の資本市場と

して役割の低下である。企業に高い上場コストや配当を支払ってまで資金需要

がないとすれば、経営者が投資家や株主の要求に積極的に応えようとする動機

 
78 統計的な有意差の観察よりも経営学上のケース・スタディーが有効に役立つ部分であり今後「四半期開

示と経営・研究開発」のような詳細なケース集・調査が望まれる。同様のケースは、もちろん、幾つも挙

げられる。例えば、日本人の目から見た、ボッシュ株式会社のケースは以下を参考。モトローラに長く勤

めＣＦＯを経て、現在ボッシュの副社長（管理部門所管）を務める森川典子氏はインタビュー記事の中で

日本人としての視点も併せて「モトローラはニューヨークで上場していましたから、まずは財務諸表の正

確性が重要です。また四半期ごとに業績発表がありますから、ビジネスの動向にはとても敏感でしたね。

コンプライアンスも厳しく管理していました。」とし、ボッシュのカルチャーに関して「いつまでに何を

するのか」といった確認も常に行うので、コミュニケーションは細かいところまで行き届いています。こ

れには、四半期決算で常に結果とその説明を早々に求められたモトローラと、非上場の「オーナー企業」

であるボッシュとの違いが反映しているのかも知れません。ボッシュでは物事の決定にコンセンサスが

重視されるので、米系企業に比べるとのんびりした感じがあり、決算（結果報告）にも時間がかかってい

ます（注：文書のコンテキストから、ネガティブな意味合いではない）」「組織内に横たわるコミュニケー

ションの壁を低くすることが、私の課せられた最優先の課題だと思いました」とされ、2013 年以降二け

た成長を続けているという。もちろんこれはケース・スタディーではなく短いインタビュー記事に過ぎな

いが、これまで展開してきた論点との関連性を十分に感じさせる例である（森川典子 ＆ 奥村 陽一 2018 

立命館大学経営学部校友会 振興事業だより 2018年 12 月第 38号）。 
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が逓減するのは当然である。エクイティ・ファイナンスの予定はなく、投資家や

株主からの実質的な経営サポートも期待されない中、四半期毎の詳細な開示が

要求され、金銭的、時間的負担がかさみ、更にＲＯＥ経営を推奨された挙句に、

苦労して稼いだ利益が何ら実質的なモニタリング機能を果たさない投資家や株

主に属するというのであれば、経営者も従業員も士気を失いかねない。 

 

そこで前節で非上場化というオプションについて簡単に触れたのであるが、本

節ではそうしたラディカルな選択に至る前に、四半期開示制度からの決別を宣

言し株主や投資家によるガバナンスから従業員による自律的なガバナンス・経

営にシフトした先進的な例について触れる。日本においては現行法規・上場ルー

ルで、企業がそれをすぐさま実行できる環境にはないが、仮に四半期開示が強制

でなくなったとしたら、どういうことが起きうるか、国際的に注目されたユニリ

ーバのケースを簡潔にまとめる。 

 

ユニリーバは 1920年代の英国に起源を持つ、Ｐ＆Ｇ（プロクター＆ギャンブル）

やネスレと並び称される世界的な一般消費財総合メーカーである（現在の拠点

は英国とオランダ）。ポール・ポールマンは長期にＰ＆Ｇで財務関係を中心に活

躍し、ネスレでＣＦＯとして登用され、2009年から 2019年までユニリーバのＣ

ＥＯを務めた。2019 年からはオックスフォード大学のビジネススクールの会長

を務めて、同スクールのミッションたるサステナブルビジネスを推進している。

筆者は同校で「アカウンティングとサステナビリティマネジメント」教授を務め

ていた関係でポールマンがＣＦＯを務めていたネスレのアニュアルレポートを

講義の主要教材として使用することから始め、ユニリーバのケース・スタディー

を使用するためにも同社より詳細な情報を収集していた経緯がある。 

 

ポールマンのＣＥＯへの就任を直前に控えた 2008 年 12 月の記者会見やアナリ

ストとの対話は有名である。それは、今日でいう株主資本主義に基づく短期利益

主義との決別の宣言であった。これは 2019年に米国ビジネス・ラウンドテーブ

ル（ＢＲＴ）が主要企業経営者 181人で共同署名した「株主第一主義の見直しと

従業員配慮」の宣言をもっと具体的に、10 年先んじて一人で断行したケースで

あった。 

 

その宣言の具体的な内容の一つが、四半期開示の中止であった。就任直前に、ア

ナリストを前に「あなた方は私から四半期のデータを得ることはなくなるでし

ょう」と宣言したのである。その直後ユニリーバの株価は急激に８％も下落し、

主要株主たるヘッジファンドの割合は 15％から５％へと減少した。これは事前

におおよそ予想されたことであったが、それをあえて就任に合わせて宣言した

のは、「彼らがどれだけ私を嫌っても、就任初日からは、さすがに私を解雇でき
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ないであろう」という読みであり、社外に対するポールマンの強い意志の表明で

あった。 

 

ポールマンは後に、米国会計学会の機関紙 The Accounting Review の中で四半

期開示を取りやめた理由について説明している（要諦は“inc.com” 2018 に再

掲されている）。米国では詳細な企業情報の四半期開示どころか日次あるいは分

毎のレポーティング、即ちリアル・タイム・ファイナンシャル・レポーティング

（ＲＴＦＲ: Real Time Financial Reporting）の導入の圧力があることを伝え

られると、ポールマンはそれはナンセンスの極みだとし、投資家による投資家達

のためミクロマネジメントの始まりを危惧している。公開会社の経営判断に必

要なのはそうした投資家ではなく、ロングタームとショートタームのバランス

を取るべく行動する経営者の自律性だとする。四半期開示制度を排し、すぐ次の

業績目標に向けて努力させられるような圧力を取り除き、もっと成熟した投資

家との対話を実現したとする。 

 

この宣言はもちろんユニリーバが投資家や株主を不要であるとしたものではな

い。不要ではないが、重要性の序列を再考し、従業員を第一に考え始めたもので

ある。ポールマンは次々と社内のコミュニティ改革プログラムを打ち出し、従業

員の連帯感と士気を高めてゆく努力を重ねた。社内で使われる従業員のエンゲ

ージメント指数が劇的に改善するとともに、業績も急成長を遂げた。言わば投資

図表 12 ユニリーバのガバナンスと株価推移 

出典：ニューヨーク証券取引所 
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家や株主といった外からのガバナンス、モニタリングやプレッシャーによる成

長モデルを排し、日常ベースで事業を推進する従業員自身が自身の事業を育て

る内生・自律モデルへの脱皮であった。このケース・スタディーに関しては 

Bartlett & Beamishの「Transnational Management Text and Cases in Cross 

Border Management」（2013：Cambridge University Press）に詳しい（ユニリー

バの改革は国際的にビジネススクールにおける標準ケース・スタディーとなっ

ており、多くのケース・スタディーが存在する）。参考までにユニリーバの長期

の株価の変化を図表 12 に示す。2009 年当時の株価急落を超えて順調な伸びを

見せているのは、一般には、ポールマンの新しい経営に対する評価であると考え

られている。 

 

上記、ユニリーバのケースは、一つの成功物語に過ぎない。経営学や戦略論、組

織論も含めて、特定の経営手法やモデルには、殆どの場合で成功例と失敗例が両

立しうる。従って、これ一つのケースをもって四半期開示制度を廃止すべきとの

証拠を示しているものではない。それよりは、日本、或いは世界の証券市場論を

概観してみれば、「投資家によるモニタリング」、「株主を中心としたガバナンス」、

「資本効率の追求」、「資本の流動性の確保」、「国際的なスタンダード」で、「よ

り早く、より正確で、より透明性の高い情報」といった考え方が利益最大化を生

み国民経済の発展に寄与するのだという論調が支配的或いは前提になっている

ことに鑑み、社会的批判合理性を高めるための反例を提供しているのである。 

 

ユニリーバのケースは、日本の制度設計学上の観点からすれば、従業員のインセ

ンティブのベクトルをもう一度統制しなおすという点が最も興味深い。なぜな

ら近年の日本市場において、上場を目指す会社、或いは上場を維持しようとする

会社が最も重視しているのは資金調達の機会を増やすためではなく、社会或い

は取引上の信頼の確保であり優秀な人材の確保であるからだ。そして、これも節

4.4.で説明を加えるが、従業員の側からも、いま企業に求められている一番の要

因は「同僚との協調」であり「働き甲斐」であり「仕事へのプライド」である。

換言すると、上場市場は資本市場と呼ばれて久しいが、実は資本市場としての機

能を全うし、人材確保や同僚の間での適切な競争・協調の市場としての機能が大

切になっているのである。こうした変化は、日本の経済社会が成長期を経て成熟

経済社会を迎えて久しいこと、金銭的な資本よりも人という資本の比較重要性

を反映しており、上場市場もそれに合わせて大きな変革を求められていること

を意味する。 
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第４章 マクロ的な分析と綜合：成熟経済社会 
（成熟経済社会の政策に向けて） 

 
第３章では、主として図表 5に示された多くのステークホールダーの自由な見

立てを基点として、関連するステークホールダーの関心事を再構築して建設的・

批判的な議論の土台となるよう整理した。しかし、そこでの中心はステークホー

ルダー間のミクロ的な関係の分析・整理にとどまっていた。こうした個々のステ

ークホールダーの行動やセンチメントは、長期の史的変遷や現在の商慣習や社

会文化を含むマクロ分析を加えるとより理解が深まる。そこで以下ではまず巨

視的な経済・経営環境の変遷を概観し、更に将来の制度設計上必要となる「望ま

しい社会目標」についても検討する。最初に節 3.1.1.で確認された四半期開示

制度導入の大義や役割がどの程度達成されたのか検証し、続いてそうした役割

が今日にも望まれる社会的ゴールであるか検討し、最後に将来的に望まれる社

会の共通目標について提案する。 

 

これはすなわち戦後高度成長の波に乗って反省されることの少なかった「投資

による成長モデル」や「上場資本市場」の経済社会的な役割についての再検討で

ある。現行法や規則を前提として各ステークホールダーの権利義務の遂行状態

が適法・適性（コンプライアント）であるか否かに関する見解を述べるものでは

ない。もっと根本的に、四半期開示制度を支える法や規則や社会的な目標自体が、

時勢の変化を原因として、当初期待されていた経済社会的な役割を果たせなく

なっているのではないかとの懸念の表明である。更には、現行制度が仮に経済社

会的厚生を高めるよりは棄損している可能性があり、将来的にもその傾向が強

まることが予想されるのであれば、事前・注意的に改善策を議論することが必要

であることを主張するものであり、この意味で本章はこれまで定説とされてき

た証券市場論やディスクロージャー理論に対する根本的な反省であり建設的な

批判である。 

 

はじめに節 3.1.1.の再論になるが、戦後すぐに本邦の会計やディスクロージャ

ー制度が整備されたのは、それにより直接・間接金融市場を整備し、希少資産と

しての資金が円滑に事業に供給されることを通じて国民経済社会の発展に資す

るためであった。近年は往々にして会計やディスクロージャーは「投資家保護の

為である」などと法制度の目的論を捨象した部分的な引用が横行し一面的な理

解を吹聴する傾向が観察されるが、法や規則が大義なく国民の多大な費用や犠

牲の上に特定のステークホールダーの利益を保護し続けることはない。仮にあ

るとすれば、それは誤りであり、正される必要があることは論を俟たない。 
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続いて 2000年代の初めに、それまで伝統的にドイツや日本の金融システムの強

みと考えられていた間接金融システム（メインバンク・システム）から、英米を

モデルとした直接金融システムへと急激に舵がとられた。この経緯、理由及び成

否については、経済史や金融論の主要テーマであり多くの著作が存在するので

ここでは繰り返さない 79。ここでは政府や関係機関による直接金融への方向転換

及びそれに伴う投資家優遇政策は明らかであり、四半期開示制度の強制化はそ

の一環であったことを、もう一度、当時の資料を引用して明示するにとどめる。 

 

2002年６月 25日に閣議決定された『経済財政と構造改革に関する基本方針 2002』

は、前年に決議された『今後の経済財政運営及び経済社会の構造改革に関する基

本方針』の第２弾である。再論、再引用になるが、その金融庁に関連する部分と

して最も重要な政策は「第２部 経済活性化戦略（直接金融市場の整備）」に示さ

れている：－ 

 

「企業活動における変革を支え、起業・創業を活発化させるためには、リスクマネ

ーを供給する直接金融市場の活性化が不可欠である。また、直接金融市場を通じた

投資家のガバナンスが、優れた経営者を選ぶ力となり、企業の経営刷新力を拡大す

る・・・金融庁は、四半期開示に向けた取組みを強化するとの観点から、取引所等

に対し、その進め方等を明らかにする行動計画の策定を、６月中に要請する」 

 

同年９月、内閣府特命担当大臣として金融と経済財政政策を担当した竹中平蔵

氏はこの政策を総合的に進めることとなる。節 3.1.1.の歴史の部分でもふれた

ように、1989年以降、10年間続いていた株安対策として証券市場を活性化する

政策の必要性は認識されていたものの、政府の大きな方針転換のためには上記

の『基本方針』にうたわれる根本的な大義が必要とされた。 

 

同年４月、経済産業省も『企業経営と財務報告に関する研究会報告書』を公表し、

その「（２） 財務報告に対するインセンティブの付与」において、四半期開示制

度を含む、高頻度で標準的なフォーマットを基本とした比較可能性の高い企業

情報開示制度を推奨した。いわく、企業は本来情報の非対称性を解消することに

より、低いコストで資金を調達するインセンティブを有するはずであるが、本邦

の資本市場は十分に成熟していないがゆえにその機能がうまく働いていない可

能性があるという。これを解消するためには「財務報告の水準について企業間の

 
79 この議論は大切なものであるので馴染みの無い読者は、例えば福田（2013）を参照されたい 。コンパ

クトにまとめられており、2008年の金融危機についても触れられていることから今回の Covid-19 の世界

的パンデミックに伴う金融証券市場の混乱や、以下に展開する「資本市場の成熟化」との関連でも直接金

融証券市場の抱えるリスクを考える機会になる。 
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ランキングもしくは表彰を行う」ことさえも有効であるとされ、企業開示制度の

推進が図られた（節 3.1.1.を参照）。 

 

こうして目標とされた企業情報ディスクロージャー・システムの運用は、国際的

な観点からは、米国のＳＥＣやＣＦＡインスティチュートが伝統的に推進して

きたアドボカシー（唱道）や大義そのものである 80。そしてこの「直接金融市場

による国民経済への貢献」という大義は、今日に至るまで東京証券取引所のアド

ボカシーとして継承されている。2020 年３月末現在、同取引所の『会社情報の

適時開示制度』は 

 

「国民の有価証券による資産運用と企業の有価証券の発行による長期安定資金の

調達とを適切かつ効率的に結び付けることによって、国民経済の発展に資するこ

とにあります」 

 

と明言している。また同取引所は、 

 

「投資者が投資判断を行う上で最も重要な情報の一つである会社情報が、より正

確に、より早く、投資者へと伝達されるよう電子開示への取組みを絶え間なく進め

ています」81 

 

ともうたい、四半期ごとの情報が電子的により正確に、より早く、投資者へ伝達

される努力を約束している。 

 

周知のとおり本邦においては 1980年代までメインバンクが産業資金を支える基

幹システムであった。しかし 1990年代初頭のバブルの崩壊とともに、伝統的な

銀行によるモニタリングやガバナンスの脆弱性が指摘され、英米型の直接金融

と投資家によるガバナンスが主張されるようになった。その後、直接金融モデル

への期待や信頼は、英・米の長期にわたる高い経済成長も手伝って、本邦経済社

会環境においても「投資家の保護」を継続すべき優先事項の一つとして「前提化」

してしまった可能性がある。会計学においても、従来の様々なステークホールダ

 
80 但しＣＦＡインスティチュートはＳＥＣのような政府組織ではなく、民間の公認アナリスト協会であ

る点は注意を要する。CFA Institute <Advocacy> Timing and Format Disclosures; Quarterly Reporting. 

Position: All companies with any type of securities listed on regulated markets should have to 

publish financial information quarterly. Rationale: Timely and accurate financial information 

is the lifeblood of financial markets. Quarterly reporting of financial information creates a 

more level playing field for 参照 to financial information between insiders and outside 

investors and shareowners, and ultimately promotes greater investor confidence and improved 

capital allocation.  

(https://www.cfainstitute.org/en/advocacy/issues/impact-quarterly-reporting) 
81 https://www.jpx.co.jp/equities/listing/xbrl/index.html （アクセス：2020年３月 31日） 

https://www.jpx.co.jp/equities/listing/xbrl/index.html
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ー間の利害調整機能論は影を潜め、「現代会計は投資家の合理的意思決定のため

に存在する」かのような「（投資家の）意思決定有用性」論が支配的になった。

ＩＡＳＢもＩＦＲＳは投資家のための会計だと位置付けて世界的に勢力を拡大

した（後に徐々にトーンを修正しているが、当初は投資家のための会計であるこ

とを公言していた）。結果として、今日、投資家を軽視したり、株価が下がるよ

うな政策や提言には厳しい批判が向けられる。株価が上がる、下がるということ

が国民経済や市民生活に、最終的にはどのように、どの程度影響するかについて

はほとんどコンセンサスを見ないにもかかわらず、株価は神格化さえされてい

る感がある。経済ニュースではなく、テレビの一般ニュースとして、安倍政権の

終焉に際し、その成否を判断するのに頻繁に使われた基準は、政権前と後の株価

の差であった。四半期開示制度を廃止する提言についても、「株価への（負の）

影響」という一言で一蹴された経緯も確認される（図表 5参照）。官僚や政治家

も、それが短期の物であったとしても、株価への影響を特に懸念しながら政策決

定をするようになってしまった。 

 

近年になって、ようやく投資家・株主第一主義を批判する声も上がってきたが、

これは投資家による合理的な意思決定と最適アロケーションに疑義を投げかけ

るというよりは、米国で観察される所得格差の拡大を懸念する社会的な風潮が

後押しとなって発現している現象であろう。近時、所得格差の拡大に関する懸念

の体現として頻繁に引用されるのがいわゆる「エレファント・カーブ」（図表 13）
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である。グラフ全体として象の姿をイメージさせるためにエレファント・カーブ

と呼ばれているものである。鼻の部分（図表の右端）は先進国の経済成長によっ

てもたらされる富の多くが、既に裕福な所得者層に分配されることを示し、これ

を不平等の拡大として批判する論調が支配的である。そして、ここでの超富裕者

層の属性として金融資産（特に株式）を大量に保有し、或いはトレードすること

により指数関数的に所得を拡大する一群が批判の的となっている。同様の議論

は、米国で観察されるレベルではないにせよ、日本のコンテキストにおいても展

開され、「所得格差の問題」は「経済成長停滞の問題」と共に近年の日本の政策

議論の双璧をなしている 82。 

 

ただし、本研究調査の主題との関連において筆者が最も懸念しているのは第一

義的には所得格差の拡大ではない。本レポートの立場からすれば、既に第３章に

おいて、経済・経営を運営する「日常の経営者や労働者であり生活者である国民」

の所得が伸びずに一部の富裕者層や海外投資家が所得を増加しているような構

造は、仕事への遣り甲斐やプライドを阻害し、国民経済の持続的な発展やサステ

ナビリティを阻害しているのではないかとの見方を示した。更には、四半期開示

制度が検討され始めた 1990年代後半以降に、株式市場はもはや「リスクマネー

 
82 日本ではブランコ・ミラノヴィッチ『大不平等 エレファント・カーブが予測する未来』（2017 みすず

書房）として翻訳されているものである。 

図表 13 所得格差の拡大（エレファント・カーブ） 
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の供給を通じて、優れた経営者を選び、モニターし、実体経済での投資を拡大す

る役割」を全うできない経済環境に突入していたという可能性を論証したい。即

ち、過去 20年間、東京証券取引所のうたう「国民の有価証券による資産運用と

企業の有価証券の発行による長期安定資金の調達とを適切かつ効率的に結び付

けることによって、国民経済の発展に資する」との約束は果たされていない。約

束が果たされていないだけではない。過重な投資家保護政策は無駄な事務管理

費用を増加させ、必要な研究開発やイノベーションや高品質な財サービス維持

のための各種の検査の質を逓減させ、或いは安定的な経営を維持するために必

要な人員の雇用形態に無理な変化を強制しているのではないかとの懸念がある。 

 

この懸念は地政学的なコンテキストや時代の特定を要する懸念である。筆者は

もちろん、上場市場制度が広く世界の経済発展に貢献してきたことを疑わない。

これは米国で懐疑派に属するマクロスキーにおいても同じである（節 2.1.2.及

び 4.4.2.も参照）。彼女は会計やファイナンスや証券市場や資本主義が世界を豊

かにしてきたことは疑わないし感謝の念をもって歴史を記述する。ただし、今日

において、現行の会計や証券市場は過度の格差拡大を引き起こす可能性のある

制度でもあることも認識している。これはマクロスキーにとっては、将来的にも

潜在的成長率の高い米国経済における所得格差に関する懸念である。 

 

マクロスキーの理解に大枠で同調するものの、本邦を対象とした筆者の懸念は、

潜在的成長率の高い米国とは一線を画すものである。人口減少を迎え、準需要飽

和状態が続き、準完全競争が達成されたがために、潜在的成長率の低い成熟経済

社会としての日本においては、もっと根本的な懸念があり、この懸念を多くのス

テークホールダーと共有し周知徹底することは新しい制度設計のための必要条

件である。 

 

端的にまとめれば、日本においては、米国をモデルとした四半期開示制度を含む

上場市場制度は、投資家や経営者や従業員の動機づけに失敗し、Ｒ＆Ｄやイノベ

ーションを基礎とした成長の機会を増やすのではなく、高配当や自己株式の買

い入れ要求を通じて資金の「流出」を招いている。過去に築き上げられた米国型

の上場資本市場に対する信頼が、今後も無反省に投資家保護政策を正当化し続

けるのであれば、資金は企業から「投資家」へ流出し、その資金確保のために本

質的に必要で望まれる経営活動が犠牲になる可能性がある。しかもこの「投資家」

は制度設計当時に想定されていた「一般市民」とは大きく属性を変えている（節

4.4.で詳説）。仮にこの資金の流出が従業員の給与の犠牲の上に成り立っている

とすれば、所得格差の問題へと進展することも考えられる。 

 



185 

この懸念を直観的に把握するためのイメージが図表 14に示されている。戦後約

８兆円で始まった日本経済（ＧＤＰベース）は 1990 年から 2000 年ころまで高

い成長を遂げ、一度約 550兆円に達した後にプラトーを迎えて既に 20年から 30

年が経過している。線形グラフとして表されたＧＤＰの推移の上に上場市場の

株価総額と個々の会員企業の価値の変遷がイメージとして表示されている 83。次

節以降で説明を加えるが、この図表を基に筆者の懸念を端的に表現すれば、上場

市場はこれまで投資家からのエクイティ・ファイナンス（↑）の恩恵を受け成長

してきたが、2000 年を超え日本が成熟経済社会を迎えると投資家は効率的なリ

ターンを求め高配当・自己株買い（↓）を求めている。この変化は、一般に市場

規模の停滞や縮小がコンセンサスとなっているのであれば、個々の投資家にと

って経済合理的な行動であり、言うまでもなく合法的な行動である。しかし、本

邦の経済社会全体の観点からすれば、こうした個々の投資家の行動の総和が経

済社会厚生を棄損する合成の誤謬が発生している可能性がある。即ち、投資家優

遇が社会厚生を高める政策として有効に機能するのは「経済成長」が期待されて

 
83 実績の詳細な数値や経緯については各種統計によってばらつきがある。直観的に経済規模を感じるた

めに、ＧＤＰに代わり法人企業統計調査による売上高合計で見るのであれば、1991 年に約 1,475 兆円を

記録した後 2003年ころまで下落し（1,335兆円）、その後 2007年まで回復し（1,580兆円）、2008年のリ

ーマンショックで急激な落ち込みを経験している。その後は、2019 年まで緩やかな回復が観察されてい

る。図表 14はそうした経済規模の変遷と上場資本市場の役割を視覚的にイメージしたもので、統計的な

正確性を体現したものではない。 

図表 14 GDP・市場規模と資金の流入・流出イメージ  
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いた場合であって、経済規模が停滞或いは縮小してゆくことが予想される場合

には負のスパイラルが起こりえる。これは、人口成長を背景に、今後も比較的高

い潜在的成長率が期待される英・米とは全く異なる構造的な変化である。 
 
以下ではこのような懸念が生じる理由を、主として(a) 人口減少、(b) 準需要飽

和、（c）準完全競争という「成熟経済社会」の主要な特徴を構成する３点から説

明してゆく。もっとも、こうした議論は、それぞれ独立した著作が必要とされる

レベルの論点であり、本研究調査でその詳説や証明を目指すものではない。それ

よりは株価が神格化され、投資家優遇策が無反省に推進される風潮に対し、本研

究調査の懸念する事態を事前・注意的に説明し広く共有する目的である。伝統的

な経済学が求めてきた証明や説明に代えて、制度設計上合意されうる新たなゴ

ールに向けての議論を始め、開かれた社会における批判合理性の促進を図りオ

ールタナティブな政策を模索するものである。 

 

4.1. (a) 人口減少（需要にも供給にもマイナスの根本的な変化） 

上場資本市場を基幹とした株主資本主義で成長してきた法域として常に筆頭に

挙げられるのは英国及び米国である。過去には日本も多大な便益を享受したと

はいえ、本研究調査が英米をモデルとした四半期開示制度や上場資本市場への

反省を主張する根本的な理由は、今後予想される潜在的成長率低下の根本的な

原因の一つである人口減少にある。人口減少は経済成長論においては頻繁に議

論されてきたトピックであるが、上場資本市場の機能やディスクロージャー、ま

してや会計の議論の中で取り扱われることは稀であるために、以下で一定の説

明を要しよう。 

 

伝統的にマクロ経済学上の成長会計の二大要素は「人口：Ｌ」と「資本：Ｋ」と

され、これらの要素の適切な組み合わせが経済の「需要」と「供給」の相互波及

的に拡大、即ち経済成長を可能にしているものと考えられてきた（「技術・研究

開発・イノベーション：Ａ」については後述）。ここで他の条件を一定とすれば、

人口の減少は「需要」の面でも「供給」の面でも負の効果をもたらすであろうこ

とは論を俟たない。しかし、国際比較において将来高い成長の見込まれない特定

法域（例えば日本）において、この負の効果が上場資本市場を通じて資本の減少

（資金の企業から投資家への流出）を誘発し、累積的に負の効果を拡大する構造

についてはほとんど論じられていない。恐らくこれは英・米においては今後も長

期に人口成長が予測され、日本のような人口減少は全く想定されていないため

に、国際的には（英文トップジャーナルでは）活発な議論が展開されていないこ

ととも関係していよう。 
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各国統計局によれば、2045 年までの四半世紀に、英国では人口が 11％増加し、

米国では 13％増加するのに対し、日本は 12％の減少が予想されている。英米両

国は英語という国際的に最もユビキタスな言語や地政学的な利点を生かして移

民による人口増加が続くものと予測されている。この傾向は 50 年先にも 80 年

先にも（即ち 2100年までも）同じであるとする研究予測が支配的である。長期

的な人口増加が長期の潜在的経済成長に与えるポジティブな影響は計り知れな

い。この点で、日本は英・米とは真逆の経済経営環境に直面し、このファンダメ

ンタルの影響は強調してもしすぎることはない。それにもかかわらず、会計やデ

ィスクロージャーに関する議論においては、未だに英・米をモデルとした政策を

推進しており、その合理性を方法論的に疑う必要がある。日本の人口減少に伴う

ネガティブな影響は他の主要国との比較においてさえ大きな懸念である。 

 

図表 15は 2014年の内閣府・経済財政諮問会議・「選択する未来」委員会・第２

回会議資料・資料４からの抜粋である。同会議は中長期的な観点から、人口動態

が潜在的成長率や所得に与える影響、ひいてはそれが人々の幸福感に与える影

響を分析している（2014年２月 14日）。ここでは人口減少が「需要」と「供給」

に与える影響については議論されている。しかし、本来、上場資本市場を通じて

日本経済の更なる発展に寄与すべき投資家や株主の合理的期待や行動が、かえ

って「資金の流出」を誘発し日本経済を棄損する可能性や構造については議論さ

れていない。 

図表 15 長期的な人口推移と将来推計 

英・米では今後も高い人口成長

が見込まれ、その潜在的成長率

への高い期待が投資家行動にも

ポジティブに影響する。 
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以下ではそうした「資金の流出」と「需要」「供給」の関係の分析を更に進める

が、まず本節において読者と共有したかったのは、人口動態という経済成長の基

本要素に関して、日本は英米と真逆の環境を迎えるにもかかわらず、無反省に英

米をモデルとした経済財政政策を継続したのでは、これまでメリットをもたら

した上場資本市場制度が真逆の効果をもたらす可能性がある点である。 

 

重要な点であるにもかかわらず、ほとんど議論されていない点であるので繰り

返すと、今後も人口減少を理由に潜在的成長が期待できない日本においては（し

かも、これは英・米やインド等の新興国との比較においてである）、投資家や株

主はエクイティ・ファイナンスを通じて企業に資金の投入を行うよりは、配当や

自己株式買いを通じて資金の引き上げに転向することが経済合理的であり、こ

の個々の合理的行動が、株価下落圧力はまだしも、全体の事業の縮小の要因とな

ることが懸念される。従来、投資家による「合理的な資本（資金）のアロケーシ

ョン（配分）」は日本の繁栄を意味したが、潜在的成長が期待できない将来にお

いては日本の衰退を後押しするドライビング・フォースとなりえる。 

 

例えば、成長率の悪い日本から資金を引き揚げ、インドに投資することで地球レ

ベルの生産や価値や幸福を高めるという論理は可能で、グローバルなレベルで

は未だにプラスの効果を期待しえても、日本という特定法域の政策論議をする

のであれば従来通りの投資家優遇政策は日本国民の生活に不利に働く可能性が

ある。こうしたリスクが懸念される成熟経済社会下の日本において、新たなモニ

タリングやガバナンスや市場を模索する議論を始める必要性を訴えるのが本研

究調査の意図である。 

 

4.2. (b) 準需要飽和（需要・ディマンドサイドの変化） 

本節では、人口減少とは別に、一義的には需要の側面（ディマンド・サイド）で

日本に特有な現象を説明し、これが人口減少による負の効果と相まって投資家

や株主の期待を引き下げ、結果として資本市場や実体経済の低迷を引き起こす

メカニズムを説明する。 

 

図表 16は内閣府による長期経済統計に基づいた名目ＧＤＰの推移である。経済

学や経済政策では周知の通りであるが、会計やディスクロージャーのコンテキ

ストでは議論の前提としてあまり参照されないので振り返ると、日本経済の急

速な拡大に終止符が打たれたのは 1991年から 1992年にかけてであろう。1992-

3年ころより名目ＧＤＰ成長率は０％前後に停滞している。いわゆる「失われた

10年」或いは「20年」の始まりである。もっとも、こうした見方が成立するの

は、後年になってからのことであった。当時は売上高の伸び悩みは一時的なもの
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と考え、ケインズ的な有効需要の管理が成長を回復するであろうとの予想のも

と積極的な財政政策がすすめられ、累積する財政赤字を負担してでも再度経済

を拡大するための政策が続けられた。しかし、その後 10年間、20年間と期待さ

れた政策の効果は得られず、高度成長期に経験したようなモメンタムは観察さ

れなかった。それを反映するかのように、日経平均株価も 1989 年 12 月の最高

値 38,957円を最後に 2009年３月には最低値 7,454円を記録した。 

 

一般に「失われた 10年」「20年」或いは「30年」に関しては有効需要不足によ

る成長機会の喪失として理解する立場が支配的であるが、本研究調査は独自の

見解を提示し、長期の閉塞感漂う日本経済に新たな政策の可能性を提示したい。

そもそも「失われた 10年（Lost Decade）」とは 1980年代のメキシコ経済におけ

る不振に起源をもち「本来成長すべき機会を失った 10 年」という意味である。

本邦においても、日本は高い成長率を達成しうるのにそれが出来ていない、即ち

「失われた機会」であり「スランプ」を経験しているという論調が支配的である。

これまで幾多の経済学者やシンクタンクが何らかの理論やデータを用いてこれ

を証明しようと試みてきた。或いは、「失われた機会」であり「スランプ」に過

ぎないという見方は、それが客観的な事実であるというよりは、政治的に必要で

あったり、社会経済政策上も好ましいために主張されたポジションである可能

性もある。 

 

いずれにせよ、本研究調査の目的はこれらを分析、或いは綜合して疑いのない判

断を下すことではない。それよりは新たな視点として、消費者や経営者・従業員、

図表 16 長期名目 GDP 推移 
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そして何よりも投資家・株主の行動を支配する「日常の主観的価値観」に焦点を

当てることにより、ステークホールダーの間で問題意識を共有した上で、新しい

環境下における上場資本市場の機能を批判的に検討しようとするものである。

本研究調査は日本におけるＧＤＰや売上の成長の逓減は、メキシコなどで観察

された現象とは異なるものであり、成長する機会を失った 10年、20年或いは 30

年との見方に対し懐疑的である。1990 年代以降の低成長は「失われた機会」や

スランプとしてみるよりは、日本という言語的にも地政学的にも独立性の高い

経済社会が高度に成長した後に経験する「成熟プラトー」として理解している。

これは本来存在する成長機会を失ったものではなく、すでに極めて高い財サー

ビスを安価で提供し享受することのできる経済社会に観察される「高み」の経験

である。本研究調査は、将来的にも、政策提言の対象としている 10年から 20年

の間に、この「成熟プラトー」に劇的な変化が起こることを想定していない。将

来、新発見の物質やテクノロジーが想定外に高いエネルギー効率をもたらした

り、ＡＩがシンギュラリティ・ポイントを超えて経済社会を急激に改善しうるこ

とは否定しない。しかし今後も成長後プラトーが続き、またそれを維持すること

が最善策であろうという想定をもとに、社会倫理に基づいて事前・注意的な将来

の制度設計、政策討議に貢献したい。 

 

この意味で「成熟プラトー」という見方は伝統的な経済学が予定する実証でも予

測でもなく、注意的で建設的な将来に関する議論のための措定であり前提であ

る。過去 30年の間に失った経済成長を取り返すべく、従前の政策を強化する主

張は、既に幾度となく繰返されてきた。本調査の試みは、そうした政策に小さな

改善を施すことではない。それよりは、現状や将来の見立てを方法論的に懐疑し、

成熟経済社会を受け入れて、その高い財サービス水準を持続するためのポスト

成長持続的発展政策（Post-Growth Sustainability Policy）を模索するもので

ある。 

 

従ってここでは成熟プラトーが継続するであろうという見立てについて必ずし

も堅牢な証明を要するものではないが、問題意識の共有と提言する政策の理解

のために以下に一定の説明を加える。 

 

本研究調査が今後も成長後のプラトーが続くであろうと考える理由は、第一に、

需要側の国民が多大なコストや犠牲を受け入れてまで現在以上に高い生活水準

を満たそうという動機・欲望が逓減したことにある。これはケインズが 1930年

に「Economic Possibilities for our Grandchildren」という小論で思い描い

た世界に近い 84。2012年にスキデルスキーが Good Enough Life（十分に豊かな

 
84 継続的な経済の発展の結果として、必要に迫られた所得追求的な労働は必要なくなっているであろう

と想像されたケインズの孫の世代に関する可能性。 
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社会）と表現した社会であり、2016年には大前が「低欲望社会」（2016）として

分析し、また筆者が「準需要飽和（Quasi-Full-Demand Economy）」とよんで議論

を構成してきた日本の成熟経済社会である。それぞれの論者によって強調点は

異なるものの、本研究調査の目的においてその差異は重要ではない。 

 

重要なのは、制度設計上の主要ステークホールダーとしての消費者＝国民が（曖

昧で揺らぎを伴う定義ながら）日常感覚として享受している十分な豊かさであ

る。20 年間欧州に定住し、かつ中国、インド、東南アジアで研究を重ねてきた

筆者の感覚で表現すれば、これらの国々との比較において「これ以上何を求める

ものがあろうか」と瞠目し疑問させるほど豊かに進展した日本の経済社会の存

在である。この点については、国内の経験のみで特に若い読者からは共感を得に

くい部分であることを認識しているので、以下に少し説明を加える。 

 

仮に海外経験が少なかったとして

も「衣・食・住」から拡大・連想し

て衣・食・住・交通・医療・衛生・

治安・保険・教育・レジャー・趣味・

スポーツ・政府サービスのそれぞれ

の分野での豊かさをイメージされ

たい。スキデルスキーをはじめとす

る多くの論者の言う「基本需要」や

「必要需要」は十分に満たされ、バ

ブル期の市民は贅沢品やサービス

の追求に明け暮れた。もちろん、例

えば「住」がもっと広かったり、戸

建てでありたいという欲求や需要

が無いと主張しているのではない。

そうした意味では需要や欲求は限

りなく永遠である。また、政府のサ

ービスの継続性や年金の受給の可

能・不可能性についての不安もあろ

うが、これは別の論点である。一般に国民が既に質の高い財サービスを手の届く

価格・コストで十分享受しているという意味において、過去に日本が経験した

（或いは現在でも他国では期待しうる）レベルの高い需要、超過需要は、もはや

存在しない。本研究調査はそうした意味での「準需要飽和」を措定しているので

ある。 

 

図表 17 科学技術と人類の利益 
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多少なりとも客観的なデータが求められるのであれば、例えば図表 17を参照さ

れたい。これはいわゆる『世界価値観調査（World Values Survey）』のデータを

基にした「科学技術の進歩は人類の利益になるか」という問いに対する回答のラ

ンキングである（高橋,2003 pp. 182-183 の抜粋・加工）。日本の経済停滞が長

期的なものかもしれないと感じられ始めた 2000年前後の調査において、日本は、

調査国 64か国中、最下位である。また、本調査の独自の調査で、World Values 

Survey データ（2004－2014）を使い「サイエンスとテクノロジーにより世の中

はよりよくなるか否か？」についてのランキング化を図ると、日本はやはり次の

17 国中最下位であった（Brazil, China, Egypt, Finland, India, Japan, 

Malaysia, Mexico, Norway, South Africa, South Korea, Spain, Sweden, 

Taiwan, Turkey, United States, Vietnam）。 

 

この結果は、例えば、新興国では多くの若い技術者がハイテク電化製品や自動運

転やＡＩの研究開発に情熱を傾け、またそれが結果として高い売上の伸びや超

過利益につながるのに対し、日本では特にバブルの崩壊後一定のプラトーを感

じているという解釈と整合的であろう。また、図表 18は筆者が 2018年以降毎

年継続的に続けている日本の大学生（18 歳から 21歳の 509名）に対する簡易な

幸福度調査の累積結果である。精緻な分析を試みる目的ではなく全体像とトレ

ンドを把握するだけの目的である。ここでのポイントは現在に対する幸福度が

かなり高く、本人予測に基づく将来の幸福度が低下するということである。大学

生の間で、将来高い技術や財サービスを生み出してより幸福になるという直観

n=509 (2018-2020)  出典：筆者作成 

図表 18 若者の幸福感（現在と将来） 
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や意志が欠落している。この結果は日本財団による直近の国際比較調査とも整

合的である。また、例年の調査で共通なのは、現在の幸福感に比べ将来のそれが

低くなる理由として「仕事の遣り甲斐や生き甲斐の低下」が「給与や生活資金の

低下」を上回っていることも指摘しておく。 

 

図表 17で、米国が 31位と日本に比べて健闘しているのは実は未だに質の高い

財サービスを簡単に享受できていない人口層が存在するということと整合的で

ある。例えば、米国の医療技術産業は巨額の研究開発費により更なる進展が期待

されるが、同国では日本で 1958 年以降国民健康保険法の下「誰でも」「どこで

も」「いつでも」受けられるようになった安価で質の高い医療は存在しない。米

国では言語や地政学的な利点も手伝って、現在も将来も「基本需要」の充足とい

う動機に満ちた移民により需要が拡大されることとも関係している。 

 

こうした主張に対し、現代の若い世代を中心とした労働者層は基本需要を満た

すにも困難に直面しているとの指摘があろう。しかし、これこそまさに筆者の懸

念である。バブル期以降も続けられた旧態依然とした政策の継続は、雇用者所得

の犠牲の上に過重な投資家や株主分配を正当化し、今や多くの市民の基本需要

さえ満たせないような環境へ退行が始まっているのではないか。本研究調査の

主張は、こうした退行がこれ以上深化する前に、新しい経済認識と政策にシフト

する必要性である。 

 

4.3. (c) 準完全競争（供給・サプライ・サイドの変化） 

前節の主張を端的に表現すれば、現代の日本は既に「準需要飽和」を迎えている

ゆえに成長が難しいということである。このような主張に対し、「私たちが需要

をつくり出したのである。そこに需要があるからつくるのではない」（本田宗一

郎）という哲学で事業を展開している企業経営者は強く反論するに違いない。

個々の企業経営の立場からは、準需要飽和論を理由に事業拡大が不可能である

との主張を積極的に認めようとするものは少ない。いつの時代にも、どのような

財・サービスにも準需要飽和はあっても完全需要飽和が起こることは稀である。

必需財・サービスが満たされれば奢侈財・サービスの需要を掘り起こす。奢侈財・

サービスが一般化してくれば、これが次の世代の必需財・サービスとなり、また

新たな奢侈財・サービス需要の掘り起こしが始まるのが常である。このプロセス

を推進し継続的にイノベーションを図らなければ、事業の拡大はおろか企業の

存続もおぼつかないからである。事実、今日の質の良い財・サービスを安価で享

受できる日本経済社会を作り上げたのはこうした個々の企業の努力であって、

本研究調査はこうした企業の経営哲学や実績を否定するものではない。 

 



194 

ただし、こうした個々の経営努力に関する「合成の誤謬」には注意を払う必要が

ある。バブル崩壊後その経済の停滞を打開する目的で 2000年代初頭に政府が推

進したのは企業のこうした競争力の強化、即ちサプライ・サイド・エコノミーで

あった（節 3.1.1.参照）。しかし、経済社会の管理は、供給側の能力だけを追求

すればうまくゆくというものではない。本田宗一郎の主張が個々の企業には有

効に機能したとしても、日本全体の構造的変化を鑑みれば、需要側の環境や条件

が大きく異なる今日にも有効に働くとは限らない。即ち 1960 年代から 1970 年

代に生活必需品が広く行き渡り奢侈財の需要を掘り起こすことに成功のカギを

求めることができた高度成長期とは異なり、現在の日本が奢侈財に対する潜在

的需要さえ希薄な成熟経済社会を迎えているのであれば、サプライ・サイドの強

化は過剰供給を招き、価格の下落を招き、利益の逓減を招き、中長期的な競争力

の低下につながる可能性もある。即ちミクロにおいて、個々の企業で競争力を高

めなければならないという方針が正しくても、マクロにおいて全体として中長

期的に競争力が低下するという「合成の誤謬」が起こりうる 85。 

 

先に説明した人口減少は、本邦の言語的・地政学的独立性の高さと相まって、他

国に比べ日本における「準完全競争」状態を起こしやすくしている。結果として

競争による高い財サービスを超過利潤の出ないレベルで供給せざるを得ない 86。

ここでも先ほどと同様に衣・食・住等々、それぞれの分野における競争状態をレ

ビューされたい。例えば「衣」において、ユニクロのような超過利益を上げてい

る企業について議論しているのではなく、それも含めた産業部門全体の競争状

態を検討しているのである。全体として、衣服の種類も数もあり余り、ブランド

品などを除けば、安価で容易に手に入る状態にある（逆に、ブランドマネジメン

トなど少数の特別な競争優位性を創造しなければ超過利潤が見込めない）。「食」

に関しては、日本ほどレベルの高い国際的なクイジーンを安価で消費できる国

を知らない。ミシュランのレストランの星の数は世界一である一方、ファストフ

ードや丼物やヌードル・ショップの類は早くて、安くて、おいしいサービスの競

争にもしのぎを削っている。歯医者やヘアサロン、コンビニなど飽和を超えた部

門も確認され量やサービスレベルが低下する状況さえも確認されている。 

 

もう一分野、多くの市民の日常生活に多大な影響を及ぼす分野で、「準完全競争」

状態が極めて高い財・サービスレベルを安価に供給しているのは都市部の交通

 
85 およそ 2010 年以降、マクロ的に見て企業利益が増加した主たる原因は、海外展開によるところが大き

い。これに成功している企業は救われるが、大多数の企業は国内に基盤を置かざるを得ない産業構造を持

つ。また、四半世紀後には中国やインドさえ需要飽和を迎えこれまでの海外戦略が功を奏する保証はない

ことも注意を要する。本稿はそうした 10 年、20年先を考えての制度設計に関する議論である。 
86 これを打開するために需要の面でも供給の面でも海外に活路を見出し、現在まで一定の利益を確保し

てきたが、海外も競争を増している。中国や東南アジアやインドにおいても四半世紀後には日本と同様に

準需要飽和状態を迎えるとの予想である。 
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である。図表 19は東京とロンドンの鉄道・地下鉄地図である。東京特別区部の

人口は約 900 万人、ロンドンは約 800 万人と言われている。東京とロンドンに

おけるタクシーやバスの料金はほぼ同レベルにある。しかし東京の地下鉄の初

乗料金が多くの場合 170 円であるのに対し、ロンドンは約倍の 350 円（現金で

支払えば 600円）であり 30分移動した場合の割高感も同様である 87。 

 

この分野における市民の厚生や満足度に関する実証データによる比較は必ずし

も容易ではない。しかし市民の日常感覚で、両都市における時刻通り運転の正確

性、運行キャンセルの発生率、衛生・安全について、詳しく説明する必要はある

まい。少なくとも 2000年代から 2010年代半ばまで、ロンドンでは「この電車は

運転手が見つからないためキャンセルとなりました」というアナウンスは事前

録音され日常的に放送されていた。東京と異なり代替手段のない乗客は文句を

言うこともなく次の電車・地下鉄を待つしかなかった。或いは、乗客が急いで駅

に着いて電車に乗ろうとすると、その電車は既に出発している場合があった。駅

員によると「定時より 15秒早く出発することにした」という。乗客に対し、粗

野な態度で「そうでもなければ、遅れが発生し、政府からの罰金が科されて、利

益が落ちる」と悪気もなく説明する。多くのドライバーを雇用したり礼儀正しく

乗客に接する駅員を養成する予定がないことは、利益最大化の観点から正当化

されていた。 

 

 
87 参考までにニューヨークも約 800 万人、初乗り料金は 300 円弱と言われている。タクシーやバスの料

金も、東京、ロンドンとほぼ同じレベルと考えられている。 

図表 19 付加価値の比較（東京とロンドン鉄道・地下鉄マップ） 
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上記で、実は意図的に、詳細な数値を用いることなく、東京とロンドンの交通局

の比較を行ったには理由がある。これが市民が日常で受ける財・サービスの高さ

（単純化を恐れずに言えば「生活の質」）と損益計算書上の「売上」や「利益」

に関する印象との間の大きな乖離を肌感覚で理解する良い機会を提供するから

である。多くの経済メディアや政策論議でも、「売上」や「利益」は高い方がよ

く、それが生活の質の高さとの間に正の連関性を持っているよう想定されてい

る。ロンドンでは多くの乗客を早く確実に運搬することよりも、必要な人材や機

材やシステムにかける費用を削減し、料金を上げて利益の増幅を図ることがで

きる。翻って東京では迅速で安全な車両運転のために、多額の運転手や駅員の給

与が必要とされ、機材やシステム更新の費用もかさみ、さらに料金も低く抑える

必要から高い利益率は望みようもない。しかし、一般に、市民社会が交通システ

ムから享受する恩恵は東京の方がはるかに高いと考えられている。 

 

同様に近年議論されることの多い「労働生産性」についても注意を払われたい。

「失われた 20年」や株価の低迷の原因として日本の「労働生産性」の低さが指

摘され、識者の中には更なる学校教育や社員教育を通じた労働者の質の向上を

要求する者もいる。筆者はもちろん無駄な残業やモチベーションの低い中級管

理職の存在を否定するものではない。しかし長期海外赴任や貿易を通じて様々

な国際比較を経験した者であれば、日本人技術者の「モノづくり」精神や管理技

能、顧客への高いサービス精神、会社への忠誠心や安定性など、日本人労働者の

質や生産性実態が国際比較においてそこまで劣る（例えばＯＥＣＤ諸国中 20位

以下）と信じる者は稀であろう。 

 

上記の首都圏の交通産業の例で「金額表示の労働生産性（金額表示の付加価値÷

労働投入量）」の試算を試みられたい。分子の金額表示の付加価値は準完全競争

的な産業構造に支配された価格で抑えられ（小）、分母の労働投入量は高品質の

財サービス提供するために大量に投入すれば（大）、労働生産性が低く計算され

ることは当然である。もちろん、これが実質的な意味での労働生産性が低い（労

働者の能力が低く社会に不便をかけている）ことには全く当たらない。成熟経済

社会を迎えたマーケットにおいては、そうした「価格」や「売上」や「利益」の

パラドクスが存在することは十分に認識されるべきであるが、海外に長期に定

住したものでもなければこうしたパラドクスが起こりうることを疑う機会がな

い。マクロ的に市民の主観的幸福感との関係で整合性のある生産性概念を確立

し計算することは容易ではない。一般に客観的に正しいと信じ込まれている実

証データこそ疑われるべきで、会計やファイナンスや経済による数値的な実証

を過信してはならない。 
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本研究調査の見方は、日本の長期経済停滞は個々の労働者や経営者や企業の努

力不足や効率が悪いことに起因するミクロ的な現象ではなく、個々の高い努力

や効率がもたらしたマクロ的な帰結である。このマクロ的な帰結とは国民が高

い品質の財サービスを安価に享受できるメリットをもたらすが、価格低下に伴

い、企業は中長期的に疲弊する可能性を伴うものである。企業はこうした状況に

打ち勝つために、需要の面でも供給の面でも海外に活路を求め、一定の利益を確

保してきた。しかし、そうした戦略も仮に中国やインドが飽和してくる 25年後

には利益機会を低減させるものである（その他の東南アジアやアフリカの成長

に期待する論者もいようが、本調査は四半世紀を超えるような経済社会変化は

予想がつかないとの立場である）。こうした環境において、先に論じた長期の人

口増加が見込まれる英・米は極めて安定的で高い優位性を確保しているが、日本

は一層不利な立場に置かれることは疑いようもない。 

 

日本で望まれていた、そして現在も望まれているのは、そうした環境下における

企業（経営者や労働者）を支援する政策であるが、四半期開示制度をはじめとす

る投資家優遇制度は企業を適切に支援する政策となっているであろうか。次節

では 2000年代初頭に導入された四半期開示制度がそうしたニーズに適合したも

のであったか否か検討する。 

 

4.4. 成熟経済社会における上場資本市場（資本の投入から回収への変化） 

マクロ成長会計がその基本生産関数をＹ=f（Ｌ, Ｋ, Ａ）と措定する時、日本の

労働力（Ｌ）やその母体たる人口が減少することが予想されていれば、資本スト

ック（Ｋ）を増強しようとする政策は一見的を射ているように見える。節 3.1.1．

では当時の政府が米国流のサプライ・サイド・エコノミクスを主張し、投資家か

ら資金を調達して企業への投資の増強を図る金融政策を推し進めたことを説明

した。当時の政策判断としてはそのような政策を進める大義が存在したし、また

十分に成功を収める構造も想定されていた。 

 

しかし 4.3 節では、事後的に見れば、この政策が需要サイドの歴史的な環境変

化や米国と地政学的な違いに関しての読み間違えをしていた可能性を指摘した。

「人口減少」と「準需要飽和」と「準完全競争」という現代日本に特有な環境の

下で、生産能力だけを高めても、供給過剰が生じ、価格の低下が生じ、高い売上

高の伸長は望めまい。それどころか、四半期開示制度やディスクロージャー強化

を含む投資家・株主優先政策を推進すれば、高配当を確保する圧力が高まり、成

長会計で必要とされるもう一つの要素、技術革新（Ａ）やこれまで高い品質の財・

サービスを支えてきた従業員の給与を犠牲にすることとなり、持続可能な発展

を棄損することにもつながりかねない。本節では、こうした懸念を長期統計など

を基礎に検討する。 
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4.4.1.「発行市場」の役割の逓減 

まず最初に、四半期開示制度の導入が積極的に検討され始めた当時の企業の資

金状況を確認しておきたい。図表 21 2000 年代前半の外部資金調達手段は日本

銀行より入手した主要部門別の資金過不足状況の長期推移である。民間非金融

法人企業に注目すると、1991 年を機に資金状況が急激に改善している。これは

図表 14や後に図表 26及び図表 31で見るように、1991年を境に売上の急伸長

は終わりを迎え、しばらく給与等の高い支出が続くものの、敏感な設備投資の抑

制とその後の給与の調整を通じて企業が手元資金を確保し始めた結果を反映し

ている。1998 年以降は企業の資金繰りは余剰に転じ、マクロ的には企業は積極

的に資金確保に奔走する必要のない状態にあった。特に節 3.1.1.で詳説したよ

うに、政府により「資金の出し手」としての投資家優遇策が強化されようとして

いた 2002 年から 2003 年は、企業にとっては資金余剰状態の最盛期であり、政

策的必要性を欠いていたと判断されるべきであろう。 

 

 

実はこの事実は、四半期開示制度が導入された当時に政府機関の間の共同が有

効に機能していれば、十分認識されていたはずのものである。例えば日本政策投

資銀行による「企業の資金調達動向―銀行借り入れと代替的な資金調達手段に

ついて」（n.d., c.2004）や内閣府政策統括官室（経済財政分析担当）による「資

図表 20 主要部門別の資金余剰・不足の推移 

1991 年以降企業部門の資金は余剰傾向に転じ、証券・

会計ビックバン時には既に資金余剰が定着していた。 
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金面からみた最近の企業行動の特徴 – 経済財政分析ディスカッション・ペーパ

ー」（2005, pp.34.）によっても明らかにされていた（図表 20）。 

 

しかも、2003 年の日本政策投資銀行の「設備投資等に関する意識調査」によれ

ば「近年、主として用いる外部資金調達手段」は圧倒的に「主要取引銀行（メイ

ンバンク）からの借入れ」、次いで「社債（公募債）」であり、その次は「外部資

金は不要」であり、増資を想定している企業はほぼ皆無であった（図表 21）。こ

こで銀行借り入れを優先する主な理由は「金利・事務費用の低さ」であり、「調

達条件の安定性」であり、「申し込みから入金までが短期間」であり、「情報開示

コストの低さ」であり、「（外部からの経営に関する）有益な情報の入手」であっ

て、そうした理由は今日に至るまで、どれ一つとってもエクイティ・ファイナン

スが優位に立てる環境にない。従来より家計の預貯金が潤沢な本邦において、バ

ブル崩壊後の低金利をもってすれば、銀行からの借り入れが以前にも増して有

力な資本政策の基本となりえたのであるが、銀行によるガバナンスよりも投資

家によるガバナンスが有効であるとして、政府は証券市場からの直接金融を拡

張しようとしたのである。 

 

即ち、四半期開示制度は、企業部門に資金余剰が生じ始め、メインバンクからの

借り入れが容易で低金利で可能な状態になった時点で導入が図られた。2002 年

に経済産業省は四半期開示制度を導入しエクイティ・ファイナンスを推進する

理由として「企業には安い資本コストで株式市場から資本を調達するインセン

ティブ」を挙げた。しかし、そもそも市場に多額の資金需要は存在しなかったし、

高配当が求められるエクイティ・ファイナンスは、幅広いステークホールダーへ

の適正な付加価値の分配を図る経営者の側からすれば、「安い」資金調達方法と

図表 21 2000 年代前半の外部資金調達手段 

出典：『DBJ 日本政策投資銀行』調査第 65 号 2004 年 6 月 日本政策投資銀行 
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は程遠い存在であった 88。にもかかわらず、四半期開示制度をはじめとする投資

家優先政策を推進・導入してしまったとすれば、それがどの様な結果を生んだで

あろうか、以下で検討する。 

 

図表 22はそうした制度の帰結の一部を示している。図表 21で見た通り、1990

年代後半から企業の資金が余剰に転じると、日本の上場資本市場は資金を投資

家から得るのではなく、資金を投資家に還元する市場に転じている。2008-2009

年の景気後退期には一時的に配当額が下がり、エクイティ・ファイナンスで資本

 
88 この点に関し、学術的にはペッキングオーダー仮説・理論を展開し、四半期開示を積極的に進めること

によって一番アクセスの遠い株式にまで手が届くようになり、資金が豊富になり経済活動が盛んになっ

たことにより経済社会政策として成功しているとの結論を導くものがある。しかし言うまでもないこと

であるが、そもそも国内資金が余剰している状態では、直接金融（特に外資からの場合には）による資金

活用が増えたからと言って、それが経済社会厚生を高めたという結論を導くことはできない。英米を中心

とするトップジャーナルの中でもてはやされる研究フレームワークの不用意なコピーが日本では全く的

外れな結論を導くことがある。一部の研究者や学術研究機関・シンクタンクの調査研究には、四半期開示

情報に株価を決定する「有用性」がどの程度存在するか統計的に市場データを加工して実証しようとする

タイプのものがある。そして統計的な分析の結果「四半期決算制度化前および制度化後・・・決算短信に

は株価形成に資する有用な情報が含まれている」とか「四半期情報の内容は迅速に株価に織り込まれてお

り，その開示には一定の経済的意義が認められるということができる」というタイプの結論が示されるこ

とが多い。しかしこうした結論が現在日本が置かれている環境下で、また将来の制度設計を進めるにあた

り、どれほどの重要性を有するものなのか十分注意を払う必要がある。こうした結論そのものだけではな

く、それを発表すれば殆んど無反省に利用・誤用されることまで含めて研究を進め、研究者や研究機関と

しての社会的責任を全うすべきである。「学術の中立性」クレームの不全性が証明されて久しい。その蚤

に隠れて安住ははかるのではなく積極的な価値判断の表明も含めた社会科学研究を公表することで社会

批判合理性の推進に努めるべきである。 

図表 22 マーケットにおける資金投入と資金回収 
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を増強する企業も観察されたが、長期的傾向を概観すれば配当の上昇傾向は否

定しがたい。日本の上場資本市場とは、最新 2018年データでは１兆円ほどの資

金調達に対し、19兆円近くの株主への分配が行われている市場である 89。更に、

この数値に、利益剰余金の積み増しも含めれば、株主への還元が急激に加速して

いることは明らかである。これを評して、「株主への還元が十分になされている

効率的な市場である」との見方を提示することは不可能ではない。しかし、英米

や新興国とは根本的に異なり「成熟経済社会」がさらに深化する市場として、こ

の効率性は経済社会にメリットをもたらし、またサステナブルなものであろう

か。 

 

確かに、それでもいくつかの会社は株式発行を伴う増資を行い資金を得ている

が、実際のところ何社程度がエクイティ・ファイナンスを通じて資金を調達して

いるのであろうか。2007年から 2019年の 13年間（2020年３月に公表されてい

る最長データ）の年平均はわずか 37.8件である。１件当たり１社がエクイティ・

ファイナンスを実施したと仮定すれば、これは全上場会社の内、わずか１％に相

当するにすぎない（図表 23）。2021年は、リーマンショック後の 2009年に観察

されたように、Covid-19 危機の影響を受けて一時的に高いエクイティ・ファイ

ナンスが観察されるかもしれないが、平時に高いエクイティ・ファイナンスが回

復することを予想する者は少ないであろう。 

 
89 1999年と 2009年の資本調達のピークはバブル清算（公的資金の投入を伴う銀行救済）とリーマンショ

ックの処理に伴う一時的な資本の注入であって、成長のためのエクイティ・ファイナンスというよりは企

業救済のための資本増強である。 

2007-19 年の一年当たり平均公募件数： 37.8 件 

図表 23 IPO と公募増資件数の推移 
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ここで我々が疑問点の一つは、公共政策としてこの１％の会社のために残り

99％の会社が四半期開示制度など強化された投資家優先政策に従うべきか、と

いう点である。もちろんこれは判断の問題である。たとえ数％でも、将来自社が

増資を希望したりそうしなければならない時の便宜を担保するために、現存す

る四半期開示制度を全上場会社で継続すべきという立場もあろう。しかし、本研

究調査の聞き取り調査によれば「それはあまりにも社会コストが過ぎ」、「そうな

った段階で増資を予定する企業がディスクロージャーを強化すれば足りる」（あ

るいはその方が効率的である）という判断が大半である。 

 

更に重要な点は、将来の成長に欠かせないＩＰＯ市場であろうか。これがまさに

資本市場の本来的な機能に合致したものであり、証券業界を挙げてＩＰＯを推

進しようとしていることはよく知られている。そうした伸びが順調に資金調達

額を増やしてゆくことが予想されるのであれば問題なかろう。しかし、以下の 2

点から、そうした見方が成り立つとは考えにくい。 

 

まず初めに図表 24 はいわゆるユニコーン企業と言われる未上場であるが将来

が期待される企業のサイズと地理的分布を視覚的に示したものである。このよ

うなデータの解釈は通常コンセンサスの得られやすいものではないが、日本に

関しては比較的一致した見方が成り立つ。即ち「これが日本か」と目を凝らして

出典：https://howmuch.net/articles/the-worlds-unicorn-companies-2017（アクセス：20200331） 

図表 24 世界のユニコーン企業のマッピング（2017） 

https://howmuch.net/articles/the-worlds-unicorn-compan%EF%BC%9A20200331ies-2017
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確認しなければならないほど、未上場でその価値が高く見積もられている企業

が少ない。ＩＰＯが予定されているとしても、それは小規模であり、他国との比

較において圧倒的に少ない。様々な原因が考えられようが、先の論点に立ち返る

と「人口減少」、「準需要飽和」、「準完全競争」といった日本特有の環境が強く影

響していることは否定しえない。理由はともかくとしても、今後想定されるタイ

ムフレームでＩＰＯ市場を通じて大規模な資金調達を予見させるデータはない。 

 

第二に、小規模でＩＰＯが予定されているとしても、その目的は本来上場資本市

場が予定している「資本」が目的ではない。帝国データバンクの『新規株式上場

（ＩＰＯ）意識調査』（2019, pp.1-3）によると、ＩＰＯ の目的として最も多か

ったのは「知名度や信用度の向上」（146 社 73.7％）、次いで「優秀な人材の確

保」の（135社、68.2％）。そして、「資金調達力の向上」をＩＰＯの目的として

掲げた企業は（85社、42.9％）に過ぎず、３年連続の減少で過去 10 年で最も

低い構成比となっている。ＩＰＯを実施する意向のある企業も、前年から 78社

減少し、198 社となっている。また東京証券取引所の「ＩＰＯ経営者トップイン

タビュー 集計結果」（調査期間 2012-17；対象 180社）は、上場後の実際の効果

として、「知名度や信用力の向上」（160社）を筆頭に挙げ、続いて「人材の確保」

(104社)、「社内管理体制の強化」(100社)、「従業員の士気向上」（94 社）とし、

「資金調達力の向上」（74 社）は５位に過ぎない。これまで確認してきた通り、

2000 年以降、現代の日本で株式市場を通じて資金調達を行う需要は極めて少な

い。資金よりも必要とされているのは優れてモチベーションの高い人材である。 

 

4.4.2.「流通市場」の役割はどれほど重要か 

(1)発行市場の前提としての順機能 

このような見方を提示した場合に、投資家や株主、証券業界はどの様な反応を示

すであろうか。本研究調査が上場株式市場の発行市場としての機能不全を指摘

すると、投資家や研究者からは通常、発行市場が活発な流通市場を前提としてい

る点が強調される。即ち、企業が発行市場で上場したり新規にエクイティ・ファ

イナンスを行おうとするとき、活発な流通市場がなければその投資の成功を受

けて投資リターンを確定させようにも、失敗を危惧してその損失を最小限にと

どめようにも、イクジットを可能にさせる市場が無ければ実現不可能であるか

ら発行市場も成立しないという議論である。或いは「発行市場が機能していなく

とも、流通市場を通じて企業のモニタリングやガバナンスを強化し、これを通じ

て将来企業が資金を必要とする時に備えることで、資本の最適アロケーション

を担保している」という説明がなされたり、「効率的な価格決定機能」とか「株

式の流動性の担保」という概念と合わせて説明される場合も多い。会計学やファ

イナンスを学んだものにすれば親和性のある議論である。こうした主張はもっ

ともで、一般論としては、ほとんどの読者もこの上場市場の流通市場としての役
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割を認めるであろう。筆者自身英国や中国やインドにおけるＭＢＡ教育ではこ

うした見方を紹介してきた。 

 

しかし、本研究調査のポイントは、日本においては「どの程度」という問いが必

要だという点である。そもそも成長が見込まれず投資需要がここまで落ち込ん

でいる成熟経済下の発行市場を前提としたときに、どれほど流通市場に価値を

認め、その運営コストの負担を企業に求めるべきなのか。これは、本調査の懸念

というよりは、金融・証券業界の懸念として顕在化している問であろう。 

 

即ち、急激な「人口減少」

が予想される日本におい

ては潜在的成長率は低く

見積もられ、投資家を支援

すべき金融・証券会社系の

民間シンクタンクのコン

センサス予想さえ低い値

を示しており、主要先進国

や新興国との比較におい

ては劣勢が更に鮮明にな

る。日本経済研究センター

（移管前は内閣府）が主催

する「ＥＳＰフォーキャス

ト」は主要民間調査機関約

40 のチーフエコノミスト

の経済予測を元にコンセ

ンサス経済成長率を提供

しているが、コンセンサス

経済成長率は年々減少し、

2017年の調査で 10年後に

は凡そ 0.7％になるとの見

込みである。筆者の興味はその予想の正確性では無い。そうではなく、投資を業

とする、日本の銀行・証券系シンクタンクの全てのチーフエコノミストが集まっ

た予測において、日本のＧＤＰ成長率は１％を割る程に低いものと合意されて

いることである。自身の所属する銀行・証券系シンクタンクのコンセンサス予測

が左様である場合に、投資家がこれ以上の資金投入を控え、早期に資金回収を図

ることは合理的な経済行動であろう。こうした状況においては、流通市場の「発

行市場の前提」としての役割は相当に低減したと結論は当然であり、特にインデ

ックスにリンクしたパッシブ投資が支配的である市場においてはなおのことで

図表 25 民間機関による GDP の長期コンセンサス予測 

出典：『2030 年展望と改革タスクフォース報告書』参考資料集 1-1, 内閣府 
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ある。役割がなくなったと言っているのではない、明らかに、相当程度低減した

という事実を認めた上での制度の見直しが必要であるとの主張である。 

 

(2)価格決定機能と株価信奉の弊害 

こうした議論に対し、上場資本市場の適切な「価格決定機能」を重視して、その

役割は未だに健在であるから、継続して投資家優遇措置を求める主張がなされ

ることがある。しかし、この主張の趣旨・ポイントは必ずしも判然としない。そ

の理由は主に次の２点である。 

 

まず初めに、特に証券市場関係者や研究者によれば、近年の市場は高度に効率的

であって可能なすべての情報を織り込んで資産の適切な価格形成や企業価値の

算定に貢献するとの主張がなされる。もちろんこれは金融経済学で盛んに議論・

実証が試みられてきた「効率的な市場仮説」に基づく主張であり、実証研究の蓄

積を経て学会は主要国の証券市場の情報は「ほぼ効率的である」というコンセン

サスに収斂されつつあるように見える。ただし、ここで決定される「効率的」な

資産価格の性格については国民経済の持続的な発展の観点から方法論的に懐疑

すべきである。読者にはまず、節 3.2.1. (5) aにおける大手上場会社ＣＦＯに

よる「話が回っている」現象を思い出されたい。この効率的な価格は、外生的に

客観的な数値であろうか。また、効率的とは誰にとって効率的なのであろうか。

いうまでもなく資産の価値や価格には様々な種類がある。国民にとって美術館

の絵画の価値が、時点、時点の売却可能価格とは全く異なるものであることは言

うまでもない。同様に国民にとって企業価値はその時点、時点の株価総額とは全

く異なる 90。そして忘れてはならないのは我々の第一義的な関心は投資家や株主

ではなく国民である。 

 

この点は金融商品取引法の目的論の場面でも（節 3.1.1.）、また投資家自身によ

る「価値観」の部分でも確認された（節 3.2.4.）。中長期的に法や制度が国民の

利益に資さない投資家や株主ためだけに効率的な価格を優先して経済社会体制

を構築・維持することはない。株価を主柱の一つとした経済制度設計が国民の厚

生に資すると予定されていた時には、上場資本市場を優遇する政策には合理性

がある。しかし「人口減少」や「準需要飽和」や「準完全競争」下の日本におい

 
90 議論の本質を明らかにするために多少極端な例を用いるとすれば、漁業関係の企業の売上が 1 兆円を

超えるものの毎年の利益がゼロに近い値であったとする。ほとんど成長が見込まれないために、この会社

の株価は低迷し、ゼロに近い値であったとする。投資家や株主にとってこの会社の価値はないに等しいか

もしれないが、国民にとってはこの会社が今後も存在してゆく価値は極めて大きい。多くの漁業関係者に

就業の機会を与え、多くの国民に安価で質の高い魚という食料を提供しているとすれば、この会社は日本

という経済社会の運営に欠かせない価値を有する。当然の真実であるが投資やファイナンス関係者の論

調にはこうした認識や配慮が欠けるものが散見される。また、別の観点から、2020年 12月末、東京証券

取引所は、日経平均株価で測れば 31 年来の高値で取引を終えた。この高値を、日本経済の現状、あるい

は近未来における価値を体現する指標として、信頼を寄せる識者は極めてまれであろう。 
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て、金融機関や証券会社や投資家自身によって、株価の下落が予測されていると

きに、その価格メカニズムを中心に据えた経済社会制度設計を積極的に推進す

ることにどれほどのメリットがあるのか判然としない。低減した発行市場や流

通市場の役割はまだ残っているという理由で現行制度の維持を主張するよりは、

新たな制度設計に踏み出すべきではないのかという疑問である。 

 

価格決定機能と関連して、もう１点方法論的に懐疑すべき点がある。それは民間

ファンドやＧＰＩＦ（年金積立金管理運用独立行政法人）や日銀が日本株を大量

に保有するに至った事実を背景に、国民の一大関心事である年金資産の保全や

金融システムの安定を図るために、流動性の高い活発な流通市場の存在は不可

欠であるという議論についてである。この議論には一定の理解を示す。 

 

しかし、ここでも、やはり、どの程度、何時まで大切か、という方法論的懐疑は

必要となる。「では、そうした意味での価格を決定する必要のために株式市場を

維持し続けてよいのか」、或いは「マクロ的に、理論値（株価・資産価値）が長

期的に停滞したり減少したりすることが見込まれている時に、こうして国民の

資産を株価にリンクしたままで良いのか」と問うべきである。安定したキャッシ

ュ・フローの求められる国民の年金資産をボラティリティの高い株式市場にリ

ンクすることも「政策の目的・手段整合性」の観点から制度設計上の原理におい

て悖るものである。また年金資産や中央銀行の資産を高く保つという政策のた

めに、四半期開示等のディスクロージャーに伴う費用負担を企業に強いるのは、

政策費用の「受益者負担」という制度設計の原理にも悖る。 

 

ただし、現在ＧＰＩＦや日銀が日本株を大量に保有してしまっているという既

成事実に鑑みて短期的な市場価格の維持政策（いわゆるＰＫＯ：Price Keeping 

Operation）には、短期の「安定政策」として一定の理解を示す。それでも、市

場の価格が８割以上の外国人投資家の売買傾向によって左右される環境では、

ＧＰＩＦや日銀の資産が一瞬にして大きく棄損される可能性もあるので、早期

の解決が必要である。 

 

この点は、非公式ながらインタビューに応じてくれたシンガポールの金融庁職

員の言も警告として留意する必要がある。日本の金融庁職員が、四半期開示制度

を無くしては外国人投資家から見た魅力が失われることを懸念して、四半期開

示制度の継続を支持している点を説明した後で：－ 

 

・・・それじゃあ日本は自分たちの将来を外国人投資家の手にゆだねると言ってる

ようなもんじゃないですか。外国人投資家ってどういう人達かわかってますよね、

先生？日本の国民のためにずっと株価を高く保ってくれるとでもお思いですか？
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これって、みんな、先生たちがビジネススクールで教えてくれたことじゃないです

か（＊）。『国際化された資本の論理と公共マネジメント』（のセミナー）。・・・「What 

goes up, must come down！Good luck!（合理的な理由がない限り）上にあがった

株価は必ず落ちてきますよ！ご幸運を！」。 

 

＊ 歴史的背景よりシンガポールの政府機関や証券取引所にはオックスフォード大学で 

学位を取得するものが多く、筆者も知己のある公務員である。 

 

海外投資家を前提としなくとも、ＧＰＩＦや日銀が、投資した株式からキャッシ

ュフローを得ようとすれば理論的には売りに転じることが想定され、他の条件

を一定とすれば株価の下落圧力に転ずることも考慮する必要がある。さらに国

際的なポートフォリオ戦略の中の「アジア株」における「日本株」の割合を下げ

てゆく過程の中で、海外投資家が徐々に一定限度まで売りに転じてゆくことも

予想されている。 

 

(3)資本市場に期待される役割に対する逆機能 

ただし、欧州でも有力なビジネススクールのファイナンスの教授によれば、投資

家は株式売却による「回収」に走る前にもう少し行うべきことがあるという。そ

れは、合理的な投資家であれば、日本市場が本格的な衰退期に入る前に短期に利

益最大化を図り「自社株式買いを推奨することで一株当たりの価値を高め、生み

図表 26 1960 年から売上、給与、投資、配当が何倍に増えたか 

参考：日経平均株価 
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出された付加価値を事業に再投資するよりは過度に高い配当を要求し、それを

継続することが不可能となるまでしゃぶりつくした後（“till they suck to 

the very marrow”）に、株価が下がる前には高値で売り抜けることが最も効率

が良い」。図表 26や図表 31における「配当＋自己株買い」総額の急増はそう

した局面の顕在化を体現している可能性は否定できない 91。 

 

経済理論やファイナンスを学んだ我々は「合理的な投資家の行動は個々の投資

家の効用のみならずみならず経済社会のそれも最大化する」と教えられ、これは

自由主義下の資本主義の社会的正当性の原理としても定着している。確かに、本

格的な衰退期に入る前の短期利益最大化も世界的には効率的な資本のアロケー

ションに貢献しているのかもしれない。しかし、日本という特定の法域を政策の

対象とする場合には、グローバルレベルでの「資本効率性」の追求がローカルな

持続的発展を阻害する可能性がある。ここにもファイナンスの一般的な議論を

安易に現代日本という特別な法域に直接あてはめてはならない理由がある。 

 

図表 26 はこうした懸念に対し一定の検討を加えるために作成された長期マク

ロ統計グラフである 92。まず、５本のグラフの内の中心に位置する太い青線（白

抜きのマーカー付き）は売上総額の長期推移であり、これをベースとした分析を

試みたい。売上総額は、本章の最初に図表 22でも見たように、高度成長期とバ

ブルをへて 1990-91年頃を境にプラトーを迎えている。2003年以降 2007年まで

の４年ほど比較的高い成長期を観察したが、リーマンショックを含む急激な景

気後退を経て、その後は緩やかな成長を見せていた。 

 

この間、1970 年代から 80 年代に「（絶対額よりは）倍率」として高い付加価値

の分配を享受したのは経営者であった（「役員給与」：❍マーカー付き濃緑線）。

同様に従業員給与も高い伸びを見せた（薄緑の破線）。役員給与と従業員給与は

ともに 1990-91を超えて 1994頃まで倍率を増加し、その後ようやくプラトーを

観察した。これはもちろん伝統的な「日本的経営」にみられる雇用の安定と給与

の上方硬直性に起因するものであった。その後調整が進み、緩やかな減少に転じ、

リーマンショック以降は売上総額よりも低い増分にとどまることで、長期的に

売上高の増分に近いレベルへゆっくり収斂しているように見える（もちろん、

2020 年の Covid-19 パンデミックでは売上の落ち込みは激しく給料の落ち込み

は少ないことが予想される）。これに対し、設備投資（ソフトウェア投資を除く：

 
91 2020 年 12 月末現在、東京証券取引所は平均株価が 31 年ぶりの高値で取引を終えたが、これは世界的

なカネ余り現象の中で、安定的に高い株主配分を受けやすい東京市場に買い注文が増えたためとの見方

がある。この真偽は明らかではないが、それよりは、この高値が日本経済の現在および近未来の改善や発

展を想定したものであるとの見方については、否定的な見解が大半である。 
92 図表 26、27 のデータ収集に当たっては研究補助者、中山龍太郎の献身によるところが大きかった。記

して感謝する。 
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▴ のマーカー付き茶色線）は給与に見られる硬直性が無く、売上に対しより敏

感な反応を見せた。1991 年をピークに急激な減少を見せ、リーマンショック後

の拡大期には売上の増分よりも高い伸長を観察した。 

 

最後に、最も劇的な変化を見せたのが、配当（赤色実線；自己株式の取得金額を

含む）であるが、当初、株主は役員や従業員に比べずっと低い倍率の付加価値分

配に甘んじてきた。もっとも、この解釈は一定の修正を要する。なぜなら「配当」

の他に「株価の上昇」という別のルートでのリターンを加味する必要があるから

である。1960 年に約 1,000 円であった日経平均株価は、以降 1989 年の最高値、

約 39,000円を記録するまで急激な増加を見せた（図表 26中の薄茶色線）。「ジ

ャパン・アズ・ナンバー・ワン」と評されたころに急伸し 1989年には従業員と

同じく 40倍弱の伸びに至った後、バブルの崩壊とともに瓦解し低迷を続けてい

る。 

 

配当が特異な変化を見せたのは 2002年以降である。この変化に関しては幾つか

の解釈が可能であろうが、明らかに一つには、3.1.1節で詳細に見たように、政

府によるサプライ・サイド・エコノミクスの強化を反映し投資家保護・優遇策が

推進されたことがある。メディアや各種報告書も高配当を後押しするような論

調や指標を前面に打ち出したことに伴う「配当バブル」が生じている可能性も指

摘される。株価が配当の伸びに見合った変化を見せないのは、先に指摘した「日

本市場が本格的な衰退期に入る前の配当を通しての短期な利益最大化行動の反

映」という解釈と整合的である。 

 

こうした状況の中、最大の懸念は、そうした株主の利益最大化のために、従業員

（及び役員）給与が伸び悩んでいる可能性である。この見方に対し、配当の原資

としての当期純利益は従業員の給与等の経費を差し引いた残りであるから、株

主が従業員への分配を不当に抑制しているという見方は成立しない、との主張

が聞かれるが、誤りである。この見方は法律上の文言や損益計算書の構造を「10

－６＝４」というように形式的に読んだに過ぎず、実際のステークホールダー間

の政治力学を反映していない。即ち４の部分を大きくするために、いかに６にあ

たる部分を小さくするかという力学が働いている事実を理解していない。図表

26 が明らかにしたのは投資家・株主に対する分配割合の急激な上昇である。こ

の図表には示されていないが、利益剰余金の積み増しを将来における株主還元

と考えて赤いグラフに加算すれば、この傾向はより明らかになる。逆に、本稿最

終部分の『補論』のシミュレーションが示すのは、仮に株主還元の割合を一定の

レベルで制限してやれば、従業員や、経営者や、事業そのものや、政府に対する

配分も大幅に上昇する可能性である。投資家・株主優遇が、事業の内部で働く者

の士気を棄損している事実があるとすれば、それは本邦経済の持続的発展を阻
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害する要因となり、四半期開示制度を導入した目的とは真逆の結果を生んでい

ることになろう。 

 

もっとも、図表 26における配当の変化は視覚的に過度に強調され過ぎている可

能性がある。これは同図表が 1960年の数値を基準とする「倍数」の推移として

グラフ化されていることに伴う結果である。そこで図表 31では絶対額を用いた

分析を試みる。本図表においても、経済活動の基礎としての「規模」を可能な限

り体現する指標として売上高を採用し、これをバックグラウンド（右目盛り）と

して、その他の項目を折れ線グラフ（左目盛り）として視覚化している。また、

左目盛りのスケールは、従業員給与の推移が売上高との間に高い関連性が無い

か否か検討できるよう決定した 93。 

 

 
93 1999年からの「配当＋自己株式買い」（▵ マーカー付き赤色実線）について。法人企業統計では自己株

式買い入れ額の把握が困難であったために、有価証券報告書のキャッシュフロー計算書から同額を推定

し、これを配当額に加算した数値をグラフ化したもの（いわゆる自己株式取得保有自由化（金庫株解禁）

は 2001年からである）。もちろん有価証券報告書は主として上場会社のみの集計であるが、自己株式の買

い取りの多くが上場会社によって実行されているものと想定される。この処理により、株主に対する分配

に関し、「配当」のみの場合に比べより実態に近い数値を示すものと考える。 

図表 27 売上・給与・投資・利益・配当の長期推移 
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その結果、最初に注目されたいのは 1960 年から 1991 年の高度成長期における

両者の間の極めて高い関連性であり（従業員給与は売上の凡そ 1/10 で推移）、

1991年バブル崩壊後の乖離である。その後約８年にわたり乖離の差が拡大し（約

1/9.5まで上昇）、1999年にようやく従業員給与が下がり調整が進み、2007年こ

ろ多くの団魂世代従業員が 60歳の定年を迎える「2007年問題」と景気後退とも

相まって、給与レベルの急激な低下が観察された。2012 年からの景気拡大期に

売上は緩やかに拡大したが、従業員給与の伸びはさらに緩やかなレベルで推移

し、2019年には売上の 1/12のレベルにとどまっている。この景気拡大は統計的

には「戦後最長の景気拡大か」と表現されたが、同時に「実感を伴わない景気拡

大」とか「幸福感を伴わない景気拡大」として報道されることが多かった。これ

は売上や利益に比して伸長割合の少ない給与の問題と、売上が拡大したとして

も準需要飽和を迎えた成熟経済社会における沈着な消費者マインドも関係して

いたであろう。 

 

次に設備投資であるが、高度成長期前期には売上の伸び率よりも低い割合で増

加したが、後期には売上と同様の変化を見せ、この点については 1991年のバブ

ル崩壊後もほとんど変わらず、売上と設備投資の推移は極めて高い関連性を示

している。 

 

当期純利益に関しては売上に対する従業員給与の割合に大きく左右されている

ことが確認される。特に 1991年バブル崩壊後に売上が伸びないにもかかわらず

上昇し或いは十分な下げを達成できなかった 2000年代初頭には低利益に甘んず

ることとなった。しかし、その後従業員給与の調整が進むと 2006年にかけて急

激な改善がみられた。2007年から 2009年にかけて従業員給与が大きく削減され

固定費が低く抑えられ、2010 年以降の景気拡大・売上増加局面では、海外展開

した企業においては海外子会社からの配当が増えたことや他の費用（特に負債

利子）の低下が貢献してボトムラインとしての当期純利益を急激に拡大する結

果を生んだ 94。 

 

最後に「配当＋自己株式買い」であるが、まず 1960年から 2000年に至るまで、

景気に左右されることなく、極めて安定した配当政策・株主還元政策が実行され

ていたことが分かる。その後の伸びについては、確かに先の図表 26「倍数表示」

のグラフから得られる急激な伸長の印象は修正されるものの、それでも絶対額

としても高い伸びを示している。これは従業員給与の伸びはおろか売上や設備

 
94 この点を強調して、日本の進むべき道は海外展開である、それによって利益を拡大すべきである、株主

価値を最大化すべきであるという主張はありえよう。しかし、25年後には、中国も、インドも、東南アジ

アさえも成熟化を迎え、従来の日本の海外展開が機能しなくなる可能性を予想して、注意的な政策を進め

る必要がある。 
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投資の伸びをもしのぐ勢いである。更に考慮すべきは、その恩恵を享受する人口

がどれくらいになるのか、また、その属性（例えば「裕福」か否か）は何か、と

いう点である。これらを推計することは困難であるが、2019 年には全雇用者数

（6,000万人）に対する給与 134兆円の約 1/4、32兆円が株主還元として実施さ

れている事実は、先のエレファント・カーブを用いて説明された所得格差の拡大

に貢献している可能性を十分に示唆している。 

 

こうした見方に対し、2000 年以降に見る「配当＋自己株式買い」の高い伸びを

正当化するために、日本の配当性向が欧米のそれと比較して著しく低かったこ

とを主張する場合が多い。しかし、この主張については相当の修正を要する。図

表 30 は内閣府政策統括室による 2000 年ころの配当性向及び有配企業比率に関

図表 28 2000 年代前半の日・米・欧の配当性向推移 

出典：『資金面からみた最近の企業行動の特徴』内閣府政策統括官室（経済財政分析担当）2005 年 

図表 29 主要国における有配率 
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する国際比較である。日米欧における主要上場企業約 4,000社（日本 1,382社、

アメリカ 1,522社、ＥＵ980社）の連結ベースの財務データを用いると、例えば

2000年では確かに日本の配当性向は 20％強、欧州企業は約 25％、米国は約 35％

程であり、日本企業の株主還元率が劣位にみえる。しかしこれは黒字・株主還元

実施企業を比較している場合であって、全企業を対象にすれば、全く異なる実態

が浮かび上がる。即ち、日本では全企業の約９割が配当を実施しているのに対し、

欧州では６割、米国は５割が配当を実施しているに過ぎない。配当性向と有配率

を掛け合わせた値で推定すれば、上場企業全体としては日本が株主還元におい

て劣勢であるような事実はない。しかも、図表 27から確認される通り、日本企

業は株主に対し、景気に影響されることなく極めて安定的な配当を実施して来

たのであり、長期的なリターンを求める株主にとっては貴重な信頼できる収入

源であった。 

 

有配率については、資料によってばらつきがみられるので、追加的に２件引用す

る。図表 28は 2000年当時、米国、日本、および他の主要国の企業が何％程度

配当を行っているかを調査した資料からの抜粋であるフロイド,スキナー

(2015)によれば、米国において銀行を除く企業の有配率はおよそ 20％程度に過

ぎない。また野間（2010）によれば、米国の上場企業が 30％ほどにとどまるの

に対し、日本では長期に安定して 90％もの有配率を維持している。日本の配当

性向が低く株主還元率が低いことばかりが強調されがちであるが、これは一面

的な見方である。「有配率」と「配当性向」を掛算した数値で考えれば、日本企

業が米国企業に比べて株主還元で劣っていたと考えるのは誤りである。また、過

去はともかく、現在、有配率が高く且つ配当性向まで高める圧力を受けている日

本の上場企業群は、投資家・株主還元のために他への分配を抑制する圧力にさら

されていることは想像に難くない。 

 

次に、こうした分析を踏まえて、日本の上場企業が生み出した付加価値（人件費

＋役員報酬＋支払利息＋賃借料＋租税公課＋営業利益）＝100の内、どれくらい

が従業員（給与）、株主（配当＋自己株買い）、債権者（支払利息）、政府（租税

公課）といった主要ステークホールダーに分配されているのか、その割合（％）

の推移を概観する。 
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ここで確認されるのは、過去 20年におけるトレンドとして、従業員や債権者や

経営者や政府の受ける付加価値の分配割合の減少傾向である。この傾向は過去

10 年で見れば一層強く表れる。そうした減少分を一手に引き受けて分配を増や

しているのは株主である。バブル崩壊以降低迷してきた日本経済や証券市場の

責任論として非効率な経営者や従業員がやり玉に挙げられてきた。仮にそれが

真実であるとすれば、経営者や従業員の分配が減少することは整合的だとの議

論があるが、これまでの検討で経営者や従業員の努力やパフォーマンスが低い

との証拠はない。さらに、仮に経営者や従業員のパフォーマンスが悪かったとし

ても、その責めを経営者や従業員にのみ帰するのは誤りである。なぜなら、投資

家や株主は、資金の適切なアロケーションを通じて優れた経営者を選び、四半期

開示制度のようなディスクロージャー制度を通じてモニタリングやガバナンス

を強化し、競争力の高い日本経済の再生に貢献することが期待されて優遇策の

便益を享受してきたからである。20 年もの間、経営者や従業員が失敗している

というのであれば、投資家や株主も失敗している。 

 

こうした政策目標とは裏腹に、1990 年以降に株主となった投資家は、新たな資

金を企業に提供することなく低迷していた流通市場から株式を安く購入し、期

待されたガバナンス効果も十分に発揮することもないままに、法的に認められ

た権利だけは実行し、過分なレベルで付加価値を享受している。 

図表 31 付加価値 100 に対する人件費と配当等の割合（％） 
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このような行動はもちろん法律論的には違法ではないし、資本の論理から考え

れば当然の合理的行動である。ファイナンス一般論からすれば、グローバルなレ

ベルでは未だに「資本効率的」な資金のアロケーションが実現しているとの議論

を展開することもできよう。しかし日本という特定法域の将来を設計する制度

論の観点からすれば、成熟経済社会のサステナビリティに貢献する性格のもの

ではない。そもそも投資とは、成長が見込まれる企業や市場に早い段階で資本を

投入し、事業が拡大され富を生み出し最も成長したところで回収を図ることを

目的とした仕組みだからである。とすれば、2002 年時点で四半期開示制度等の

投資家優遇策を導入することは、投資家の資金回収を効率的に促進することに

つながり、そもそもの政策上の目的や大義とは真逆の結果を生む原因を内包し

ていた可能性が高い。日本はこの政策を導入する時期を間違えていたのではな

いかとの疑義が生じる。 

 

本研究調査の主眼はこうした政策を導入した当事者らを批判することではない。

事後的に統計をみれば、そうしたことは 2000年以降にある程度予想できたこと

とかもしれないが、当時はまだ成長を志し、それが正しい政策であったのかもし

れない。今になってみれば、バブルが最高潮に達した時点で国民や企業は需要の

準飽和を迎えていたのであろう。バブル崩壊後はそれを日常の感覚として感じ

始め、投資を抑制し、企業部門は資金余剰に転じていた。即ち、外部からの資本

注入を必要としていなかった。経営学の分野では、しばしばトヨタの生産システ

ムを好例に、「プッシュ」よりも「プル」システムの有効性が説かれるが、ここ

図表 32 主要部門別株式保有比率推移 
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で起こったことは金融における「プッシュ」であり、そこから生じる歪みではな

かったか。 

 

先に我々は、投資家は有効なガバナンス効果も十分に発揮せず法的に認められ

た権利だけは実行して高い付加価値の分配を享受している可能性が有ると指摘

したが、その「投資家」とはだれか。図表 30は主要部門別の株式保有比率の推

移を示している。よく知られている変化であるが、1970年には 40％近くを占め

ていた個人投資家は減少し、その反面、1990 年には５％を占めるにすぎなかっ

た外国人投資家は近年には 30％程度にまで支配力を拡大している。この変化に

関し、外国人株主は流通市場における株価の下支えに貢献してきたという理由

でその増加を正当化する論調が多い。しかし、発行市場においては常に国内資金

が潤沢であったし、2000 年ころにはもはや企業には資金需要が存在しなかった

のである。日本の付加価値が配当を通じて本邦の個人ではなく海外に流出する

ことや、海外の株主が容易に効果的なモニタリングやガバナンスを発揮できな

いことを考えれば、海外投資家を優遇する政策に合理性を認めるか根本的な反

省が必要である。先に指摘したように、「市場（マーケット）」という抽象的なフ

ァイナンス用語や概念を念頭に、それが「（グローバルに）資本効率的」である

か否かを基準にするのではなく、現在の日本という特定法域を前提にその有用

性を判断する必要がある。 

 

更に、株式市場の安定化という別の観点から、主要部門間の適切なバランスをと

る政策が必要であったとしても、2000年ころには外国人株主の割合は 20％を超

えており、他の主要部門との比較においてこれ以上優遇する必要はなかったは

ずである。翻って、我々は節 3.3.6.（5）において、現在支配的な地位を得た海

外投資家は議決権行使アドバイザリー会社等を通じて、他の株主部門よりも優

越的な株主権行使を求める事例が増えていることは既に述べた。この変化は伝

統的に「安定－低率」配当政策をとってきた日本の企業に、事実上「安定－高率」

配当を強制することを意味する。個々の企業の責任というよりは成熟経済社会

の構造上新たなエクイティ・ファイナンスが必要とされない環境下、外国人投資

家が効果的なガバナンス機能も果すことなく、無理な株主権行使を推し進める

だけであるとすれば、そうした投資家を優遇する政策は日本の企業経営や経済

社会を支援するよりは阻害し持続的発展の可能性を棄損するものである。 

 

先にも述べた通り、マクロスキーは産業革命後の経済が社会の中で果たした役

割を称え、資本主義が我々の経済社会を豊かにしたことを認め、筆者も同調する

ものである。しかしこれは資本主義の主たるメカニズムたる上場株式市場のユ

ニバーサルで恒久的な優位性を保証するものではない。本研究調査は、上場株式

市場は、成長を前提とする制度であり、独立性高いマーケットとしての日本が成
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熟化した局面では、メリットよりもデメリットが大きくなることを危惧してい

る。そのデメリットの最も危惧されるべき性質は、株主は会社に対して株式の引

受価額を限度とする出資義務を有するものの、これ以外になんらの義務も負わ

ず（会社法 104条）、権利のみを永続的に追求できることである。成長を前提と

していた時代には権利義務の均衡が図られていたとしても、成熟後には、富裕層

が従業員やサプライヤーなどの非富裕ステークホールダーの犠牲のもとに、永

遠に高いリターンを求める構造が暗に法体系に潜んでいる可能性がある。本研

究報告書において、我々はこうした側面を『21世紀の資本』（ピケティ）に見ら

れるような現代における「富の不平等な分配」の論理や実証として展開する意図

はない。しかしそれにしてもこうした法制度が硬直的であれば、社中との間に不

公平・格差を生み拡大させる可能性があることだけは広く共有を図りたい。 

 

以上「発行市場」について検討した節 4.4.1.に続き、本節では「流通市場」を

検討した。発行市場がその役割を大きく全うした現在、流通市場も成熟経済社会

のサステナビリティに積極的な役割を果たしている証拠はない。したがって、少

なくとも中長期的な政策としてはこれまでの方針を転換し、新たな制度で企業

の持続可能性を高める方策を探るべきである。 

 

4.5. マクロ的な検討の綜合：「成熟経済社会のアポリア」（或いは無責任性） 

ここまでの議論を通して成熟経済社会下の日本で上場資本市場の役割が低下し

ている事実について、その責めを投資家や株主に帰するような印象を与えてし

まったとすれば、それは筆者の不才である 95。先に、多くの投資家や株主は「新

たな資金提供やコーポレート・ガバナンスに貢献することなく」多くの付加価値

の分配を受けているとしたが、そうした時にも筆者には投資家や株主を非難す

る意図はない。なぜならこの原因は経済社会の成熟化と同時に観察される「情報

—価格の成熟化に伴うアポリア」にあると考えられるからである。投資家や株主

は自己に与えられた役割や責務を所与の法や規則の範囲内で効率的に追求して

きたに過ぎない。あえて責任を追求すれば、そうした構造や制度を改正すること

に失敗した政府や研究者にこそ責任がある。 

 

以下では政府や研究者の認識を改め制度の方針転換や改正を図るために「成熟

経済社会のアポリア」或いはもう少し具体的な用語に置き換えれば「情報—価格

 
95 制度設計の科学では、こうした環境における投資家や株主は「同点で迎えたワールドカップサッカーの

最後の数分で、相手のシュート（得点機会）をハンドの反則を犯してでも制止するディフェンダー選手」

に例えられる。同チームはその後得点しワールドカップで準決勝へ進出する。この時スポーツマンシップ

や道徳観をベースに選手を責めることもできるが、制度設計の科学ではサッカーのルール・制度が完全で

ないことを責める。選手はハンドの反則を犯したくてそうしたのではなく、国の威信をかけて勝つために、

致し方なく手を出してしまったものである。この選手を責めたとしても、同じような場面が生ずれば、ま

た次の事例が生ずるだけであるから、制度設計では選手を責めるよりは、サッカーのルール・制度設計を

責め改善を図る。 



218 

の成熟化に伴うアポリア（或いは無責任性）」という概念を説明する。このアポ

リアはいわゆる Grossman-Stiglitz Paradox（効率的な市場のパラドクス：節

3.2.4.を参照）と似て非なる概念である。一般に「効率的な市場のパラドクス」

は、情報が（ストロングに）効率的な上場株式市場であれば、そこでの価格はす

べての情報を織り込み済みであるから、誰も情報コストをかけて情報収集・分析

活動を行うインセンティブを持たず、したがって効率的な価格が成立するはず

がないという二律背反を指す。しかしこれは数学的な等式上の逆説であって、実

取引上の時間軸を導入し「変化する実在」や「プロセス」や「揺り戻し」の概念

を用いれば、完全に効率的な価格は成立せず、必ず誰かが新たな利益機会を追求

し、次の情報収集・分析活動を行うことは容易に理解される。経営・経済運営上、

ここには大きな構造的な問題は存在しない。 

 

これに対し本研究調査が大きな問題として危惧するのは、上場資本市場のみな

らず、他の様々な市場でも容易に交換可能な証券化された資産・負債が開発され、

それぞれの市場の垣根を越えて大量・高速の情報のトレードが実現する成熟し

た市場環境である。「情報—価格の成熟化に伴うアポリア」は多様な側面を持つ現

象であるが、我々の四半期開示制度や企業情報のディスクロージャー制度の改

廃のコンテキストに限定すれば、（１）株式以外の資産・負債やあらゆる価値の

証券化（Financializationと Securitizationを含む）の技術や法・規則の整備、

（２）クロスボーダー化や国際化やグローバル化、及び（３）情報のデジタル化

や自律化までもたらす最先端技術を主たる特徴とする現象である。（１）に関し

ては例えば不動産や債券や保険や住宅ローンやサブプライムローンといった原

資産までもが証券化され、法制化・規制に伴い権利・義務関係が整理され、リス

クとリターンの最適化を図ってポートフォリオ化が進められている。（２）に関

しては、言うまでもなく（１）のような証券化が国境を越え、投資家は国内に限

らず国際的、或いはグローバルにリスクをコントロールしたうえで利益の最大

化を求めることが出来る。（３）は更に（１）と（２）の側面が情報技術のデジ

タル化やオートメーション化を通じて高速コンピューターが瞬時に、多くの場

合自律的に、取引を繰り返すことがプログラムされている 96。 

 
96 「情報—価格の成熟化に伴うアポリア」は何も上場資本市場に限ったことではない。例えば、地方銀行

を考える。ＩＴ革命、効率的に資金を動かせれば、地方の銀行は、その地のビジネスを見ることなく、世

界のどこかに投資することで資本効率的な利益機会を得る。当初は、その地方の企業の情報を充実するこ

とで、その地域内での効率的な資本のアロケーションが企図され、実行されていたかもしれないが、同じ

情報化が世界で起きているとすれば、当初意図したその地方における資本のアロケーションはなくなる

可能性がある。或いは、保険業にも同じような現象が起きる可能性が有る。そもそもは被保険者の生活習

慣や健康情報を積極的に収集することでより効率的な保険事業を展開していたとしよう。しかし、徐々に

全ての国民の遺伝子情報や所得情報が完備されるようになると、保険自体が成り立たなくなる。なぜなら、

保険を買いたいと思う被保険者に対し保険会社はその販売を拒否し、保険を売りたいと思う被保険者は

保険を買うこと自体経済不合理であることが計算されているからである。即ち、情報が成熟してくると、

当初はその地域や業界に良かれと進められた情報化が、合成の誤謬を起こし、産業や市場や地域全体を機

能不全にする現象が起こりうる。 
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こうした成熟した情報—価格環境の下においては、投資家独自の価値観に照らし

て大切な産業や資産を特定し、時間をかけて投資機会を精査し抽出し、優れた経

営者を選んだり育てたりリスクを負いながら長期的な利益の獲得を目指す投資

は非効率である。大型コンピューターを使用してポートフォリオ化され証券化

された資産を、瞬時にグローバルにトレードし、高頻度で繰り返すことで、リス

クを管理しながら最適なリターンを求めることができる。そうした技術にこそ

多額の資本をかけるのが経済合理的である。準需要飽和や準完全競争下で資金

余剰が観察される中、資本が更なる利益を上げようとして注力するのは、経済社

会の未来が必要としているところへの効率的な資本の投入ではなく、何のコミ

ットメントもなく何万分の一秒の速さで資産・負債を左右へシフトすることに

より利益を上げることのできるフィンテックの開発である。そしてこのフィン

テック開発は大学教育やシンクタンクによって「資本効率性」の観点から称賛さ

れ、新たな資金提供やコーポレート・ガバナンスに貢献せずとも超過利潤を獲得

する優れた技術としてもてはやされる。ビジネススクールや理工系の教授が開

発に参画し、その成否は稼ぎだされた利益で実証され、経済社会倫理が問われる

ことは稀で、高学歴の若いタレントがあこがれて就職する成長産業である。 

 

しかし異なる種類の資産・負債が証券化され、デジタル化され、クロスボーダー

化された価格で高速にトレードされるということは、伝統的にビジネス界で大

切にされてきたガバナンスメカニズムとしての「コミットメント」や「トラスト」

や「責任」や「共生関係」の消失をも意味する。本研究調査ではこれを「成熟し

た情報—価格トレードに伴う無責任化」と呼んでいる。これまで我々は投資家が

投資先を注意深くモニタリングし有効なガバナンスを機能させるために、情報

のスピードや正確性や種類や伝達方法を開発してきたが、それが発達し成熟し

た折には、投資家はモニタリングやガバナンスの機能を果たすことなく瞬時に

関係性を解消することでリスクを回避することができる。ファイナンスの世界

では未だに「リスクマネー」という呼び方をし、投資家がリスクテーキングの義

務を負っているように表現するが、従来の不確実な将来にコミットして共生拡

大を図るという意味でのリスクは大幅に減少し、リスクフリーに近い状態での

投資と超過利得の獲得が推進されている。 

 

ここで形成された効率的な情報—価格とは、理論的には上場株式市場だけでなく

世界中の資産・負債の将来性をも加味した超合理的・効率的な情報の集積であろ

うが、そうした情報—価格が経済社会の管理に有益なシグナルとして機能する保

証はない。そうした側面が最も顕著に表れたのが、例えば、リーマンショックを

引き起こしたＣＤＯ（Collaterized Debt Obligation）などの証券化された価値

のトレーディングであった。超一流の金融・投資会社が、最先端の金融工学の名
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のもとに客観的で正しいレーティング（ＡＡＡ）を冠してトレードしていた情報

—価格の下で、実は何らモニタリングやガバナンスが効いていなかった。現在で

は更なる進化をみて、異なる分野の資産・負債がポートフォリオ化されクロスボ

ーダー化され、ナノセカンドのＨＦＴが繰り返されている。高速計算機を所有す

ることのできる富裕層は無責任でリスクフリーな超過利潤を上げることが可能

であるが、原資産・負債の管理のためには何の有効なガバナンス機能も果たして

いない可能性がある。2002 年当時の金融庁や経済産業省は市場が十分成熟すれ

ば企業の適切なガバナンスが進み、新たな資金の投入が起こることを期待して

いたが（節 3.2）、そうした予想は実現しなかったし、今後もそうした傾向が続

くものと予想される。情報技術の一連の発展経緯の源泉は、当初はもちろん適切

なモニタリングやガバナンスであったが、その追求がガバナンスの不全にたど

り着くという構造を内包しているために、解決の難しい「アポリア」との表現を

採用している。結果として、現代成熟経済社会における多くの上場会社は、事業

資金の効率的な獲得のための情報公開制度に従いディスクロ―ジャーを充実さ

せればさせるほど、効率的に資金を支払わなければならない矛盾に困窮してい

る。 

 

近年になって「責任ある投資家」の概念が議論・主張され、投資家に「エンゲー

ジメント」や「コミットメント」が求められているが、上記の効率的な情報—価

格に伴うアポリアが支配的な世界では、インセンティブ・コンパティビリティが

図れない。そもそも会社法の原則は株主はその拠出額を超えては義務を負わな

いとする有限責任制であり、このフレームワークの下で、且つ情報—価格が成熟

化した環境の中で、投資家に経済社会の持続的な発展に与するような責任を求

める政策には限界がある。投資家は過半数のアセットオーナーが利益最大化を

求めれば、最新のポートフォリオ理論やＨＦＴやアルゴリズムを応用した投資

手法を開発して「しゃぶりつくす」のがフィデューシャリー・デューティーであ

ると抗弁しよう。近年広く推奨されるＲＯＥ経営をモニター・推進するとの名目

で「ＲＯＥ５％（或いは８％）以上であること」などの単純化された判断基準を

使い、情報メディアを通じてプロキシーファイトを有利に進め、多額の自己株式

の買い取りを要求するなど既に弊害が顕著に表れている 97。 

 
本章で検討してきたことは、四半期開示制度の改廃をマクロ的な視点で考える

こと、特にその「発行市場」としての上場資本市場の下で、はたして四半期開示

制度をはじめとする投資家や株主をより手厚く保護する政策が日本の経済社会

の発展という大義に照らして有効であったか、あるか、そして将来において有効

でありうるかという検討であった。政府や研究者の役割は、そうした成熟化した

 
97 いわゆる『伊藤レポート』に端を発しＲＯＥの参考値として８％が引用されることが多いが、特に議決

間行使アドバイザリー会社等を通じての判断基準としては５％が用いられることが多いようである。 
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情報—価格や投資家行動を従前の「資本効率性」基準で評価するのではなく、国

民の日常に立ち返りその人たちの言葉で役に立っているか否か判断することで

ある。もし仮に四半期開示制度が何らのコストも伴わない、負の外部性の少ない

制度であれば問題は少ないが、毎四半期ごとの実費が高額で負の外部性も少な

からず指摘される中で、この制度により期待されたプラスの効果は極めて限定

的である。 

 

しかし、問題はさらに複雑である。仮に 2021年に、投資家・株主に対するディ

スクロージャーコストを軽減するという方向性が合意されて、実際にそのよう

な政策が実施されたと仮定しよう。しかし今度はこれがガバナンスメカニズム

の消失を意味し、経営者の「Quiet Life」を誘発し、企業の規律を緩め製品サー

ビスの質が下がり、不正まで起こるということでは日本の経済社会の停滞や縮

小を加速するに過ぎない。株主や投資家に対するディスクロージャーコストや

資本コストを引き下げることに成功したのであれば、そこでセーブされた資金

を新たなインセンティブメカニズムの中に組み込んで制度を再設計し、主たる

ステークホールダーとしての経営者と従業員による自律的な経済・経営モデル

が確立される必要がある。この点については『補論』において一つの試論、たた

き台として提案する。 

 

その前に、次章では金融庁ＤＷＧが 2018年６月「時点において四半期開示制度

を見直すことは行わず」と現行制度維持の方針を表明し、幾つかの理由も公表さ

れているので、そうした一つ一つの論点について、これまでの検討を基礎として

返信を試みる。 
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第 5 章 ディスクロージャー・ワーキング・グループに対する返信 
 
四半期開示制度の改廃を判断するにあたり、我々は第３章においてはステーク

ホールダー間のミクロ行動分析を行い、第４章ではマクロ的な分析を試みた。本

章では四半期開示制度を改廃する事実上の決定機関としての金融審議会ディス

クロージャー・ワーキング・グループ（ＤＷＧ）が 2018年６月 28日に、四半期

開示制度を「見直すべきとの立場」と「維持継続すべきとの立場」を対比したう

えで今後の政策方針を打ち出しているので、我々の分析との突合を行い、立場の

違いを明らかにしたうえで、更なる止揚を図りたい。 

 

以下の返信は全てこれまでの検討をベースに行われている。読者におかれては

適切なセクションを参照し詳細をご確認いただいた上でご理解を賜りたい。 

 

ＤＷＧ（座長 神田秀樹 学習院大学大学院法務研究科教授）は『資本市場におけ

る好循環の実現に向けて』（2018年６月 28 日）と題した報告書を公表した。そ

の論理構成としてはまず四半期報告制度が導入された背景を３点で説明し[＃

四半期背景１－３]、制度を見直すべきとの意見を３点でまとめ[＃四半期見直

論１－３]、次いで制度を維持すべきとの意見を９点挙げたうえで[＃四半期維

持論１－９]、比較衡量を５点にまとめ[＃四半期衡量１－５]、最終的には「現

時点において四半期開示制度を見直すことは行わず、今後、四半期決算短信の開

示の自由度を高めるなどの取組みを進めるとともに、引き続き、我が国における

財務・非財務情報の開示の状況や適時な企業情報の開示の十分性、海外動向など

を注視し、必要に応じてそのあり方を検討していくことが考えられる」との判断

[＃四半期改廃判断]を示している（pp. 22－24）。 

 

我々はＤＷＧが示した「見直論」と「維持論」はそれぞれ十分な検討を欠いてい

るとの認識であるとともに、その比較衡量がバランスを欠いたものであること

を懸念する。従って、以下においては、同報告書を原文のまま順番に引用し、各

ポイントをコード化（「＃テーマ＋連番」を付した上で、逐一検討して行きたい。

今後も建設的な対話を継続・促進してゆくためには、論者の便宜において同コー

ドを引用していただき、それぞれの論点の議論の深化を図ることを期待してい

る。 

 

5.1. 「ＤＷＧの説明による」四半期開示制度の経緯・背景 

 

（３）四半期開示 

[＃四半期背景１] 四半期報告制度は、企業を取り巻く経営環境の変化が激しくな

り、企業業績も短期間で大きく変化するようになる中、投資家に対し企業業績等に
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係る情報をより適時に開示するとともに、企業内において、より適時な情報把握に

より的確な経営の検証を行う必要性があるとの認識のもと法制化された。 

 

ここでは四半期報告書制度が投資家と企業内においても適時に情報を提供する

必要から法制化されたとミクロ的、部分的な目的論が示され、極めて一般的であ

り反証も検証も難しい形式での命題が示されている。しかし、節 3.1.1.で詳解

したように、四半期開示制度が法制化されるにあたっては明確な大義に基づく

具体的な政策目的が存在し、それ故に制度の導入が国民に合意されたものであ

る。にもかかわらず、これに関しての説明が欠落している。導入が検討され始め

て約 20 年が経過した本制度の評価は、その政策目的が達成されているか否か、

大義に照らして国民生活を豊かにするものであるか否かによって判断されるべ

きである。その具体的目的は（Ａ）国民の資金を企業の投資需要とマッチさせる

直接金融市場（特にその発行市場）を発達させることで企業の積極的な投資を促

進すること、及び（Ｂ）投資家・株主のモニタリングを通し優れた経営者を選抜

し、経営を効果・効率化することによって、国民経済の発展に資することであっ

た。 

 

本調査の分析は（Ａ）については、そもそも日本経済は 1998—9年のバブル崩壊

以降、成熟経済社会の国民生活において無駄な設備投資を控えたために、企業資

金は余剰しており直接金融制度の開発による資金需要はなかった。よって、エク

イティ・ファイナンスは増加せず、国民の金融資産が新たに企業に投入され、優

れたＲ＆Ｄを促進するような事実は確認されなかった。にもかかわらず、投資

家・株主の保護や権利を強化する様々な対策がとられた結果、例えば国民経済社

会の持続的な発展に資することの少ない外国人投資家の割合が増え、その要求

にこたえる形で、資金の企業から投資家・株主への流出が加速している。この論

拠については、本稿内の多くの関連セクションで説明されているので、それぞれ

参照されたい。 

 

（Ｂ）については、往々にして企業経営者の努力・能力不足や労働生産性の低さ

が指摘されるが、そのような証拠は希薄である。仮に経営者や労働者の利益獲得

能力の不足があるとすれば、これは経営者や従業員だけの責任ではなく、制度導

入時に期待された投資家による優れた経営者を選ぶ役割やモニタリングやガバ

ナンスが 20年も、30年も機能していないことを示すものであり、制度の見直し

をすべきである。特にパッシブ投資が加速し、投資の短期化も進行している現在、

実質的な経営のモニタリングやガバナンスが推進されるよりは、過重な利益プ

レッシャーや不正行為への誘引も懸念されていることから、制度の見直しは急

務である。こうした論点についても、多くのセクションで説明されているので、

それぞれ参照されたい。 
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ただし本研究調査は、こうした不都合に関する責めを投資家・株主、経営者や従

業員、その他のステークホールダーに帰すべきではないという点を強調した。な

ぜなら日本経済の停滞は 1990 年代以降の成熟経済社会下の「情報-価格の成熟

化に伴うアポリア」を経験しているからである。1990 年代までに日本の経営者

や労働者はその質の高い経営哲学や忠誠心や勤勉さをもって極めて質の高い財

サービスを提供する日本経済社会を構築し、今なおそのシステムの維持に努力

を重ねている。投資家や株主も自己に与えられた権利・義務を遂行しようと資本

の効率的な利益獲得手法を開発しているに過ぎない。問題は両者のそれぞれの

動機に基づいた自由な行動が制度的に統制・コーディネートされておらず、シナ

ジーを生むよりは「一方による他方の搾取」構造を生んでしまっていることにあ

る。期待されていた、投資家から企業への資金の流入どころか、企業の生み出し

た付加価値が過重に投資家・株主に流出している。特に、従業員給与の増加が必

要とされている日本の成熟経済社会で外国人投資家に多くの配当が続けられて

いるのは、「国民経済の発展に資する」との大義に照らして逆行している可能性

が高い。 

 

[＃四半期背景２] 前回 ＷＧ 報告では、四半期を含む決算短信について、速報と

しての性格に比した作成・公表の事務負担等についての指摘を踏まえ、東京証券取

引所は、四半期決算短信について上場規程等の見直しを行った。当該見直しを踏ま

えて、企業による取組みが行われており、例えば、四半期決算短信をサマリー情報

のみとし、決算説明資料をメインに投資家との対話を行っている企業もみられる

ようになっている。 

 

この点については、開示の「二重制度 / 重複による無駄」（節 3.2.1.（1））で

議論した。証券取引所のルールとしては、四半期報告書との重複を出来るだけ避

ける形で、速報性に重点を置いてルールを改正した結果、そのコンテンツの凡そ

３割を削減させていることに関し高い評価と謝意を示す次第である。 

 

しかし、後の[＃四半期維持論]で見るように、結局はその後にすぐ四半期報告書

とそのレビューも求められるというのでは、作業量の削減は限定的で、更に速報

性が求められるという意味において繁忙性とデータのミスや不正確性が生じる

可能性がある。 

 

従って、証券取引所の四半期決算開示制度と金融商品取引法上の四半期有価証

券報告書制度は、もう一度その最適制度設計について検討しなおすべきである。 
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[＃四半期背景３] 海外の四半期開示制度に関する動向としては、英国、フランス

では、それぞれ 2014 年、2015 年に四半期開示義務が廃止されたが、英国では Ｆ

ＴＳＥ100 の半数以上が、フランスではユーロネクスト・パリの Ａ・Ｂ 部の約８

割が、任意で四半期開示を継続している。また、ドイツにおいては、2015 年に法

律上の四半期開示義務が廃止されたが、取引所規則によって四半期開示義務が継

続している。米国においては、1970 年の導入以来、現在も四半期開示義務が継続

している。 

 

ここでは 2018年６月時点で、英・仏・独・米の四か国における四半期開示制度

の運用状況が極めて簡単にまとめられ、全体として四半期開示制度の継続性が

強調されている。 

 

しかしこれは誤った印象を与えかねない。注 55が小さく脚注で示されているが、

国際的な傾向を参考とするという趣旨であれば、これこそが主たる傾向である。

注 55は、当初の「上場有価証券の発行者による透明性の高い情報開示の域内統

一に関する指令」（2004/109/ＥＣ）が投資及び経営における短期業績重視の弊害

を生んでいるとの判断に基づき、改正指令（2013 年 11月）が発行され、ＥＵ全

体として四半期開示制度の見直しがすでに起こったことを認めている。 

 

「英国では ＦＴＳＥ100 の半数以上」が任意で四半期開示を継続しているとい

うが、これと日本の上場約 3,800 社全てが強制的に四半期決算短信と四半期有

価証券報告書の開示を強制されているというのでは国際比較の観点から雲泥の

差がある（節 3.1.2.（2）を参照）。同様にフランス関しては「ユーロネクスト・

パリの Ａ・Ｂ部の約８割が、任意で四半期開示を継続している」というが、2020

年３月 20 月時点で全上場会社は 891 社、うち株価総額の大きいＡ部

（Compartment）は 178社、Ｂ部 145社の合計 323社に過ぎず、そのうち当調査

が会社名アルファベット均等法によるサンプリング 100 社を調べたところ 78％

が四半期情報を公表しているにすぎない。しかもその開示内容は日本とは比較

にならないほどの極めて簡易な開示であることは論を俟たない（節 3.1.2.（4）

を参照）。更に、ドイツに関しても、最大のフランクフルト証券取引所、全上場

会社 521 社の内、プライム・スタンダードを満たす 319 社が対象となるに過ぎ

ず、株価総額の約 80％を占めると言われるブルーチップ企業 30社（ドイツ株式

指数 30 銘柄企業)でさえ、四半期開示について極力縮小化する傾向であること

が伝えられている（Reuters、2016）。また、フランクフルト証券取引所ルールで

要求される四半期開示とは「Quarterly Financial Report」に対置される

「Quarterly Statement」である。「Quarterly Financial Reportとは対照的に、

Quarterly Statementは何ら数値を含まなくてよいし、貸借対照表や損益計算書

の類は全く要求されない」普通の言葉による説明である（FWB01e セクション§
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53）。なお、最新（2020年２月）の市場ニュースによれば、ドイツ株式指数 30銘

柄企業の一角を占め、日本でも知られる保険会社 Allianz（アリアンツ）はドイ

ツ証券取引所に対し年４回から２回への変更要請を行い、後者は「現在そうした

会計基準の変更の可能性とその影響について集中議論を交わしている最中であ

る」とコメントしている（Reuters、2020）（節 3.1.2.（3）を参照）。 

 

また、四半期開示制度の源流と考えられている米国でも、2018 年８月にトラン

プ大統領がツイッターにおいてＳＥＣに四半期開示制度改廃に関する検討の指

示を表明（2018 年８月）してからＳＥＣでパブリック・コメントを求めるなど

して検討が続いている。これが主要国の国際情勢である。 

 

更に日本が参考にすべき最近の変化とすれば、シンガポールである。上記の４か

国が米国や欧州といった潜在的成長率の高さが明らかである地域に比べ、シン

ガポールはその地政学的特徴から外資に頼らざるを得ない。「海外の事情を参考

にする」という理由であれば、こうした国の政策こそ示唆に富むものであり、シ

ンガポールは四半期開示制度を原則廃止した。その経緯、理由については節

3.3.1（5）で説明した。シンガポールは英米などの主要国に従うという態度では

なく、自国の特有な事情を自国の判断と責任で政策を改廃している。 

 

5.2. 現行制度見直し論 

 

[＃四半期見直論] 四半期開示制度については、我が国でも様々な意見が聞かれ

るが、当該制度を見直すべきとする意見としては、以下のようなものがある。 

 

[＃四半期見直論１] 中長期的な企業価値を重視するのであれば、四半期情報の重

要性は低くなるので、将来的には、四半期開示は維持した上で四半期報告書と四半

期決算短信を統一することや、四半期開示の任意化を検討すべきではないか。 

 

「中長期的な企業価値を重視するのであれば、四半期情報の重要性は低くなる」

とは解釈の困難な記述である。まず、大切なのは「中長期的な企業価値」ではな

い。大切なのは国民経済社会の発展である。本稿では当初のマクロ経済政策目標

に代わり、ミクロ的な効率性を求めると合成の誤謬が起きうることを何度も説

明してきた。成熟経済社会が深まるにつれ、株価総額としての「企業価値」と「国

民経済の発展」或いは「国民生活の豊かさ」の連関性が逓減していることを認識

すべきである。そして、「国民経済の発展」或いは「国民生活の豊かさ」のため

に必要な開示制度を考えるにあたって大切なのは、開示頻度の高低ではなく、そ

の開示によって優れた経営者が選抜され、効果的なコーポレート・ガバナンスが

図られ、積極的なＲ＆Ｄを実現するために必要な資金が潤沢となり、ひいては国
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民経済に資することである。反対に、これまでの四半期開示制度により、例えば

外国人株主が増加し、実質的なモニタリングや経営参画の役割を果たすことな

く、議決権行使アドバイザリー会社などを通じて社会通念に反するレベルでの

高配当や自己株式の買い取りを求め、短期的な株主価値の最大化を図るような

情報と資金の流れが形成されてしまったとすれば制度は失敗している。 

 

その次の開示内容の重複に関する論点については既に述べた。 

 

最後の四半期開示制度の「任意化」について述べられているものの、もう一つの

オプションである「原則執り行わない」とする案については述べられていない。

節 2.1.1.で述べたように、単純に任意規定にしたところで「囚人のジレンマ」

下にあり「ハーディング行動」をおこしがちな企業群は、致し方なく四半期開示

を続けてしまう可能性がある。従ってこの「市場の失敗」を改めるためには、「四

半期開示について原則執り行わない」こととし、積極的に四半期開示を継続する

希望や必要のある企業については、時限的に簡易登録制度のような工夫を設け

ることにより、制度の円滑な移行を促進されたい。その詳細については第６章で

述べる。 

 

[＃四半期見直論２] 決算短信の簡素化の一方で、企業の実情に応じて決算説明資

料が充実され、それに基づいて対話が促進されることは望ましいが、四半期報告書

の必要性については検討の余地があるのではないか。 

 

この一文については意味するところが釈然としない。仮に「（Ａ）取引所ルール

としての四半期決算短信が簡易化されたことを受けて、企業がそれぞれ実情に

応じた決算説明資料を用いて投資家と対話を促進するようになったことは好ま

しい。（Ｂ）これが有効に機能しているのであるから、金融商品取引法上の四半

期報告書の必要性はないのではないか」との意味であれば、開示内容の重複の回

避という意味において賛同する。ただし、それでも、上場会社すべてが一律に四

半期決算短信を開示すべきか否かについては別の論点である。多くの日本企業

には、欧州の例と同じく四半期開示にほとんど意義を見出していない（欧州にお

ける四半期開示内容のレベルについては節 3.1.2.を参照されたい）。或いはネガ

ティブな副作用を感じている企業が多い。即ち、簡易化された四半期決算短信で

さえ必要ないとの立場を考慮する必要がある。 

 

[＃四半期見直論３] 四半期開示制度は、投資家や企業の短期的利益志向を助長し、

また、作成に多大な労力がかかるため働き方改革の流れに反する。 
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全く異なる論点が短い一文に併記されており文意が判然としない。まず前半の

「投資家や企業の短期的利益志向」については、実務界も、学会も、諸外国も、

極めて大切な論点として議論を尽くしている（ただし本研究調査は必ずしもこ

れを最も大切な論点とは考えていない。最も大切な論点は、当初の政策導入目的

である。四半期開示制度が優れた経営者の選抜を促し、モニタリングとガバナン

ス機能を果たし、適切なＲ＆Ｄ活動を支援するために必要とされる資金の調達

を容易にし、国民経済に与している実績であり、将来の見通しである）。適切な

Ｒ＆Ｄを推進する制度になっているか、不適切な利益管理や不正を生む結果に

なっていないか、本研究調査はそうした点も含めて、紙面を割き立場を明らかに

しているので、ＤＷＧにも同様の努力と説明責任を果たすよう求める。 

 

後半の「作成に多大な労力がかかるため働き方改革の流れに反する」との点につ

いては、賛同する。ただし、その「多大な労力」の意味、程度については、これ

まで検討が未熟であった。本研究調査では節 3.2.1.で詳しく検討したので、こ

れを参照して更なる検討を切望する。 

 

5.3. 現行制度維持論 

 

[＃四半期維持論] 他方、四半期開示制度を維持すべきとする意見としては、以下

のような意見があった。 

 

[＃四半期維持論１] 中長期視点での投資が求められているため短期的な視点で

ある四半期開示を簡素化するというのは、単純な考えである。中長期の目標に対す

る進捗度を確認するためには四半期開示は必要であり、企業が示している中長期

の戦略が発現するタイミングを確認する意味においても、四半期開示は不可欠で

ある。 

 

「中長期視点での投資が求められているため短期的な視点である四半期開示を

簡素化するというのは、単純な考えである」との点については賛同する。しかし、

「中長期視点での投資が求められているため、・・・中長期の目標に対する進捗

度を確認するためには四半期開示は必要」という主張にも同様の注意が払われ

るべきである。 

 

というのは、繰り返しになるが、当初の制度導入理由であり且つ現在も求められ

ているのは、「中長期視点での投資（とそれに対する利益機会の確認）」ではなく、

優れた経営者の選抜を促し、モニタリングとガバナンス機能を果たし、適切なＲ

＆Ｄ活動を支援するために必要とされる資金の調達を最適化することにより国

民経済に与するディスクロージャー制度である。そのために望まれる頻度の高
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さについては、年に２回なのか、３回なのか、４回なのか、６回なのか、12 回

なのか、リアルタイムなのか、十分な検討がされてこなかった。この点、本稿で

は現行の年４回の開示制度がＲ＆Ｄ活動や利益管理行動にどのような影響を与

えているかについて多くの検討を加えた。過去 20年、30年と、Ｒ＆Ｄや労働生

産性の低さが指摘され、経営者や従業員にその責めが帰されることがあるが、こ

れは投資家が「中長期の目標に対する進捗度を確認するためには四半期開示は

必要」だと主張しながら、期待されたモニタリングやガバナンスが有効に機能し

ていないことの証拠であるとの見方も紹介した。本稿の結論は、少なくとも、開

示頻度が年２回から４回に増えた現行制度下では、上記の政策効果が確認され

ていないということである。 

 

更に大切なのは、その「進捗度を確認」する主体の属性や方法についてである。

例えば特定の投資家が東京マラソンの走りをニューヨークでテレビ観戦する如

く遠隔で「進捗度の確認」をし、優勝賞金の分配を求める機会を伺うような意味

でのモニタリングであれば、日本国民経済の発展に資する効果的な制度ではな

い可能性が高い。逆にその「進捗度の確認」を企業の経営者自身に求めているの

であれば、100メートルごとの確認は、かえって長期的に効果的な走りを阻害す

る可能性もある。本研究調査では年４回という頻度を「多すぎる」「無駄である」

「逆効果である」と感じる経営者の声を多数紹介した。政府には年４回の開示制

度が、当初の政策導入理由に照らして、どのように機能しているか、政策評価を

求めたい。 

 

[＃四半期維持論２] 株価のボラティリティの増加、一部投資家の誤った投資判断

の誘因、経営者の負担増加という問題点も指摘されるが、ＫＰＩの継続的な測定や、

投資家の investment thesis（投資テーマ、仮説）を検証するためにも、四半期開

示は特に重要である。 

 

ここでも全く違った論点が一文の中に並列され、特に前半の大切な部分につい

ては問題の存在を認めつつも何らの検討も加えず、後半の方が重要であると判

断を下し、問題やテーマの検証がなされていない。前半部分についてＤＷＧは

「株価のボラティリティの増加」、「一部投資家の誤った投資判断の誘因」、「経営

者の負担増加」のそれぞれについて、そのメカニズムと重要性の程度を丁寧に説

明すべきである。また、こうした問題を認識した以上、どのように解決する予定

なのか、説明責任を果すべきである。 

 

後半に移り、「ＫＰＩの継続的な測定」など、定期・継続的な測定に関する論点

は既に検討した。「投資家の investment thesis（投資テーマ、仮説）を検証す

るため」との点であるが、四半期ごとに検証されるべき「投資テーマ、仮説」と
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はどのようなものであろうか判然としない。特に「株価のボラティリティの増加」

や「一部投資家の誤った投資判断の誘因」がある市場において四半期ごとに「投

資テーマ、仮説」を検証しようとするのは不合理で矛盾している。さらに、節

3.1.1.で説明したように、社会的コストを伴うディスクロージャー制度は「投資

家のために情報を（ただで）さしあげる」ような「投資家の保護」そのものを目

的とする法制度ではない。四半期開示制度によって「ＫＰＩの継続的な測定や、

投資家の investment thesis（投資テーマ、仮説）」の検証が、どのように国民

経済の発展目的に与するのか説明すべきである。 

 

[＃四半期維持論３] 四半期開示は先進国の市場における標準である。 

 

返信として３点述べる。まず、四半期開示が「先進国の市場における標準」であ

るとの判断は、第５回 金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」

（2018 年４月 23 日）においてヒアリングに招かれた Farallon Capital 

Management, L.L.C.（1986年に設立された資産運用会社）が使用した説明資料

の中にある表現をそのままコピー引用して表現されており、何ら批判的検討が

みられない。本調査独自の調査に基づけば、ＤＷＧが挙げた主要４か国（米・英・

独・仏）の状況を検討しただけでも、四半期開示は国際的な「標準」ではない。

米国を除けば、ごく一部の限られた企業で、任意の簡易なディスクロージャーが

行われているに過ぎず、日本のように全上場企業約 3,800 社が法律および取引

所ルールで強制されるような四半期開示制度は「標準」ではない（節 3.1.2.参

照）。国際的な傾向として明らかなのは強制四半期開示制度の廃止の方向性であ

る。 

 

第二に、「四半期開示」と言っても、その内容は様々である。取引所ルールとし

て極めて簡易なサマリー情報が任意で開示されるケースが主流である。日本の

ような四半期レビューが求められることも少ない。こうした「四半期開示」の意

味内容を特定をせずに「四半期開示は先進国の市場における標準である」との表

現をそのまま引用し、本邦の制度を見直さないというのはミスリーディングで

あり、民主的な議論を阻害しうる。「四半期開示は先進国の市場における標準で

ある」という判断に対して、日本を代表する有名な企業のＣＦＯは次のようにコ

メントする。 

 

「四半期開示は先進国の市場における標準である」なんていうでたらめを平気で

審議会の報告書に書くようになっては霞が関文学も随分落ちたもんだという感が

否めません。…（近年の或る国会答弁；詳細は削除）に勝るとも劣らない虚偽では

ないかと思います。おそらく、これは自分の判断ではなくて「委員か参考人の言葉

を引用したもの」と言い抜けられるのでしょうが、自分の事実認識と違うことを、
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他人の言葉を借りて表現したとしても、それは虚偽です。仮に４国（注：米、英、

独、仏）に限ったとしても、どうして先進国の標準と言い切って国民を欺くことが

許されるのか怒りを禁じえません。 

 

本調査の立場は、「四半期開示は先進国の市場における標準である」という説明

は、報告書を取りまとめた担当者や委員やＤＷＧの判断に合致したものであり

決して虚偽ではないと信じる。しかし、この説明が一定数のステークホールダー

に強い疑念を生じさせたことは認識すべきであり、今後丁寧な調査と判断を切

望する。特に、主要国の「国際標準」というのであれば、全上場企業約 3,800 社

規模でレビュー後の四半期財務諸表の強制開示が求められ、政策目標に照らし

て成功している例があるのか否か、説明責任を果たされたい。 

 

第三に、四半期開示制度が先進国の標準であるか否かが問題なのではない。特定

の四半期開示制度が、独立した法域・制度単位としての日本の現在および将来に

資するものであるかどうかが問題なのである。そうした態度で、独自に議論を進

め、原則的に四半期開示制度を廃止したシンガポールの施策を見習うべきであ

る（節 3.1.2.(5) 及び 3.2.1.(5) d参照）。 

 

[＃四半期維持論４] 欧米と比較して我が国の上場企業の開示内容が見劣りする

とみられている中、四半期開示制度の廃止によって、企業の開示姿勢が後退したと

受け取られれば、海外投資家の我が国への投資に水を差すおそれがある。 

 

この点については４点述べる。まず「欧米と比較して我が国の上場企業の開示内

容が見劣りするとみられている中」との点については、過去においてはそのよう

な経緯もあったが、会計ビックバンを通じて日本の会計・ディスクロージャーは

充実したとみるのが一般的である。『オックスフォード・レポート』中にもある

ように、一般に海外投資家が投資対象としている日本の企業はブルーチップ企

業が中心で、そうした企業のディスクロージャー資料は十分充実している 98。 

 

第二に「上場企業の開示内容が見劣りする」ことが前提となっているのであれば、

開示内容を改善するのが論理であって、このために四半期開示制度を継続する

理由にはならない。 

 

第三に「四半期開示制度の廃止によって、企業の開示姿勢が後退したと受け取ら

れれば」との点について、まずは四半期開示制度の廃止が開示制度の後退である

 
98 これに対して、「開示ドキュメントの種類は確かに多くなっておりますが、その多くが同様の内容であ

り、ＭＤ＆Ａなどをみると同業種・同規模で比較すると、米国企業などのほうがすぐれているケースが多

いように見ております」との見方もある。脚注 58も参照。 
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のか否か判断を示すべきである。仮に後退であるというのであれば、継続の一つ

の理由になろう。しかし後退ではなく、投資家との建設的な対話や実質的な経営

やガバナンスの向上のための積極的な施策の一つであるとすれば、四半期開示

制度を廃止するとともに、その政策の根拠や目的を海外にも知らしめるのが政

府の役割であろう。ＥＵにおける透明性指令の変遷はそうしたポリシーを体現

している。 

 

最後に「海外投資家の我が国への投資に水を差す」との点について、海外投資家

が今後日本企業の資金調達に資することが期待されているのであろうか。仮に

企業にエクイティ・ファイナンスを通じた資金調達の必要があったとしても、国

内に十二分な資金があるし、2000 年代初めの政府による開示制度強化の理由説

明によれば、そうした国内資金の企業への投入が期待されていた（節 3.1.1.参

照）。今やストックで３割を占める外国人投資家の影響を注意的に考えれば、高

配当の要求や極端な議決権行使手法をコントロールする意味でも、海外投資家

はもはや特別優遇されるべき投資家・株主ではない。政策的にファンダメンタル

ズから大きく乖離したＰＫＯ（Price Keeping Operation）はリスクが高い（節

4.4.2.を参照）。 

 

[＃四半期維持論５] 世界に開かれた自由で活力ある資本市場を作るために長き

にわたって取り組んできたものの１つが四半期開示であり、今日これほど多くの

海外投資家が我が国の資本市場に投資するようになった背景には、四半期開示を

含めた開示の高度化がある。 

 

四半期開示は「世界に開かれた自由で活力ある資本市場を作るため」に制度化さ

れたものではないし、海外投資家の本邦への投資を推進するための制度でもな

い。四半期開示制度は法制当時の目的「日本の経済社会の発展の為の望ましい制

度」であるか否かを判断基準に改廃が議論されるべきである。にもかかわらず、

何の根拠も示さず一方的に四半期開示制度は「高度」であるとして、これを廃止

することが「世界に開かれた自由で活力ある資本市場」への背信行為であるかの

ような言説は本邦の政策議論ではない。本レポートの趣旨やスコープを変更し

て「世界に開かれた自由で活力ある資本市場」のための議論を始めるのであれば、

ロンドン、ニューヨーク、上海の（東京を排して）３極集中型のグローバルに効

率的な証券市場形成するなど、そこには全く別の様々な議論が存在し得る。念の

ために付言するが、ある制度を廃止するという政策は、そこに合理的な理由があ

る限り「前進」であって「後退」でもないし「高度化」に逆行することは意味し

ない。また、海外投資家の高いプレゼンスが本邦経済社会の発展に寄与するか否

かについては注意深い検討が必要である点については節 4.4.2.で詳説した。 
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 [＃四半期維持論６] 学術的には、任意開示あるいは強制開示後に、ビッド・アス

ク・スプレッドの低下、すなわち投資者間の情報の非対称性の緩和、あるいは、資

本コストの低下などのベネフィットが欧米市場の研究により報告されており、年

４回の決算により利益調整が難しくなることなどにより情報の質・信頼性が向上

し、市場の価格形成がより効率的になっていると解釈される。 

 

ここでは「学術的には」と断ったうえ、四半期開示制度のベネフィットだけが列

挙されていることで、情報の質や信頼性が向上し市場価格形成が効率的になる

ことが学術的コンセンサスであるかのような印象を与えている。このような一

文は学術上の倫理規定に悖る。仮にこれが四半期開示制度を維持することを支

持する者の言説であったとしても、あまりにもバランスを欠き、国民に誤った理

解を流布するものである。本レポートでは、（Ａ）学術的に様々相容れない結論

が提示されていること、（Ｂ）いずれにしても、こうしたリサーチの結果は国や

地域や時代などのコンテキストを無視して容易に日本で求められる政策への示

唆とはなりにくいこと、また（Ｃ）「ビッド・アスク・スプレッド」や「情報の

非対称性」や「資本コスト」や「情報の質・信頼性」などに関する実証研究は、

一般読者には客観的で「ロバスト（特に学術で論理や説明力が堅牢な様）」なデ

ータや証拠を提示しているような印象を与え、安易に提案されている政策を正

当化してしまう危険性がある。本研究調査は統計的有意差を判断基準とした研

究には、実は様々な問題が存在し「日本の経済社会の発展のため」という大きな

政策目標を議論し、その時々の合意を求めるには、社会的批判合理性（即ち、継

続的な議論や批判の連続性）の重用こそ民主的な客観性と公平性を確保する条

件であると論じ、本研究調査はそうした方法論にのっとって議論を展開した。 

 

[＃四半期維持論７] 四半期開示を任意化することについて投資家の納得を得る

ためには、まずは日本企業の開示が、例えば英国のアニュアルレポートのように充

実し、また、政策保有株式のように海外投資家から不透明とみられている慣行が変

化するなど、投資家、資本市場から見た透明性、信頼性を更に高める必要がある。 

 

[＃四半期維持論７]の前半は既に[＃四半期維持論４]で論じられている。更に、

2017年の『伊藤レポート 2.0』においては「日本の上場企業に対しては、金融商

品取引法に基づく有価証券報告書、会社法に基づく事業報告・計算書類、証券取

引所における決算短信やコーポレート・ガバナンス報告書等、複数の開示要請が

存在する。これらに加え、企業は任意にアニュアルレポートやＣＳＲ報告書、統

合報告書等も作成している。こうした開示情報が、多岐に渡っており量が多くな

っていることから、一部の投資家における企業分析や企業と投資家との対話に

おいて有効に活用されていない面もあるのではないかとの問題提起もなされた」
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と指摘している。今日において日本の上場企業の開示内容が充実していないと

いう認識はコンセンサスからは程遠い 99。 

 

また、後半は「政策保有株式のように海外投資家から不透明とみられている慣行

が変化する」など、開示制度とは無関係な論点に基づき四半期開示制度の維持が

主張されている。例えば日本における「政策保有株式」のような、国や地域や時

代に特殊な商慣行の存在は世界中に観察される。ここでは議論の都合上、仮に

「政策保有株式」が「投資家のために」ではなかったにしても何らかの理由や基

準で日本の企業経営に必要或いは望ましい商慣行であると仮定しよう。こうし

た状況において日本に望ましい開示制度とは、当該特殊事情を積極的に海外に

説明し理解を求めて企業経営に与すべきものである。にもかかわらず、四半期開

示制度を通じた海外投資家の理解を得るために、この商慣行に変更を求めると

いうのであれば、まさに開示制度のために（ショートターミズムの危険性をはら

む）効果的な経営を阻害するものであり、本末転倒である。 

 

[＃四半期維持論８] 四半期決算短信は有用である一方、レビューが付されている

四半期報告書は、決算数値の信頼性を高めているという観点で極めて重要である。 

 

四半期ごとの財務諸表に外部監査・レビューが付されていることが「極めて重要

である」との判断はバランスを欠いている。外部の監査やレビューが四半期ごと

に公表される実務が「極めて重要である」というのであれば、政府が推進し企業

が多額の費用を負担して運用している内部統制制度が十分機能していないとの

解釈にも通じる。確かに、どれだけ内部統制制度が充実しても、企業の決算に不

正やイレギュラリティーが発生することは誰もが認めるところである。特に経

営者が関与したり、海外子会社による不正に関しては内部統制が有効に機能し

にくい。しかし、これは開示頻度が一年に一度であろうと二度であろうと四度で

あろうと、ほとんど関係がない。かえって高頻度に目標利益達成が監視される四

半期開示制度が不正やイレギュラリティーを生む原因となりうることは詳述し

た（節 3.2.2.（7）参照）。また、こうしたレビューには年間監査費用の 10％～

15％程度コストがかかっており、費用対効果を勘案して判断を示すべきである。

特に、一年間にエクティファイナンスが実施されている企業の割合は約 3,800社

のうち１％程度にとどまり、今後 10年、20年の間に同傾向が反転する可能性は

 
99 なお、筆者は長年オックスフォード大学のビジネススクールで英国のアニュアルレポートを使って講

義を続けたが、それが日本の企業開示情報よりも特段充実しているとの実務感覚はなかった。それよりは

英国のアニュアルレポートには経営者の「思い切った判断や言説」が多く盛り込まれていると感じた。こ

れが投資家の判断に役立つと言えばそうした側面は認めるものの、同時に「思い切った判断や言説」が客

観性や保守性や慎みといった日本で尊ばれる価値観と相容れるものではない可能性にも注意する必要が

ある。こうした違いがあるからこそ、日本の言語や文化を理解する投資家やアナリストに競争優位性が与

えられるのであろうとも考えた。 
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少ない。そもそもの政策目標・効果に対するコストとしては高すぎる。こうした

コストは積極的に事業の拡大や新規の研究開発に資するようなものではなく、

成熟経済を迎えた日本においては優先的に削減の対象とすべきコストである。 

 

 [＃四半期維持論９] また、上記に加え、四半期開示制度が廃止されると、個人投

資家と機関投資家の間の情報格差が拡がるおそれがあるとの指摘や、英国やフラ

ンスでは、四半期開示を行っていない企業の株価が、米国の同業者の四半期開示情

報に過剰反応するなど、株価の変動性が高まっているとの研究結果も存在してい

る。 

 

このパラグラフも異質な論点が並列されており、論旨が不明である。まず、前半

に関してはフェア・ディスクロージャー制度の導入により四半期開示であろう

が年次開示であろうが、投資家間の不公平な情報格差が縮小されるよう制度設

計が進められているというのが規制監督者の立場である。また節 3.2.で述べた

ように、作成者が情報を高頻度に一方的に配信する実務は、よりよいモニタリン

グやガバナンスや資本コストの低減を保証するものではない。近時、無批判に受

け入れられがちな機械的・標準的フェア・ディスクロージャー実務に反省を促す

主張として、コストをかけ積極的に情報を取りに行く機関投資家にこそ情報優

位性が与えられるのは自由主義の下では不公平よりはより公平でありうる。し

かもこうした投資家の積極的な情報収集行為こそが適正価格の形成に与し、実

効あるモニタリングとガバナンスを促すメカニズムとして有効に機能しうる可

能性も考慮する必要がある。 

 

後半に関しては、「英国やフランスでは、四半期開示を行っていない企業の株価

が、米国の同業者の四半期開示情報に過剰反応する」との例外的な事態を、上場

約 3,800 社を対象とした四半期開示制度の改廃を考える判断基準とすることは

比較衡量を欠いている。また、そうした企業の実態をモニタリングする意図のな

い投資家を排除するよう制度設計するのが効率的な市場を形成する原理原則で

あるはずで、そうした投資家の存在を認めて四半期開示制度の維持を主張する

のは政策科学の原則に悖る。 

 

5.4. 比較衡量及び最終判断 

 

このように、四半期開示については、 

 

[＃四半期衡量１] 中長期の視点で投資を行う観点からも進捗確認の意義を認め

る見解が大勢であるほか、 
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本調査では、企業経営者はもとより、150名以上のアナリストやファンドマネー

ジャーからのアンケートも含め（図表 7）、多様なデータを入手するよう努めた

が、四半期開示が中長期の視点で「投資」を行う目的に照らして意義があるとす

る見解が「大勢である」という事実はなかった。同アンケートによれば、四半期

開示情報の最も積極的な利用者と考えられるアナリストやファンドマネージャ

ーの平均でさえ「３．どちらかといえば大切」「４．どちらともいえない」の中

間（3.45）程度であり、かつランクの高いアナリストほど四半期開示制度は大切

でないとするデータには十分な注意が払われるべきである。 

 

また、ここでの「中長期の視点で投資」が、「発行市場」ではなく「流通市場」

における株式の売買を意味するのであれば、それは当初の政策の意図した投資

とは大きく意味が異なる。そもそも成熟経済社会を迎え、個々の企業の努力不足

というよりは、構造的に発行市場の資金調達需要が少ない状態では、制度が当初

予定していた投資の資金提供機能は限定されている。また、投資の規律付けやガ

バナンス機能に関しても、「進捗確認」が日本の経済社会を発展させるような経

営行動の改善に結びつくのであれば、その社会的「意義」も認められようが、そ

のようなデータ（例えば次世代を担う研究開発の増加など）は確認できなかった。

それどころか、客観的な事実は、多額の資金が配当や自己株式買いの形で企業か

ら投資家へ加速的に流出しているのであり、四半期開示制度がそうした意味で

の「投資家の経済的利益の進捗確認に資するもの」に変容してしまっているので

あれば、制度を導入した目的とは背反する効果を生じてしまっている。ただし、

本研究調査はこれを投資家やアナリスとの責めに帰するものではなく、成熟経

済社会が直面する構造的アポリアとして認識し制度の改正を求めているもので

ある（節 4.4.2.(3)を参照）。 

 

[＃四半期衡量２] 現状、非財務情報など中長期的な企業価値向上の観点から特に

重視される情報の開示が必ずしも十分とは言えないこと 

 

本パラグラフは、突然「非財務情報など中長期的な企業価値向上の観点から特に

重視される情報」について提起し、そうした情報の内容が十分でないことを四半

期開示制度継続の理由とする。その論理は釈然としないが、仮に「非財務情報な

ど中長期的な企業価値向上の観点から特に重視される情報」が十分であれば四

半期開示制度を廃止しても良いということを示唆するのであれば、先の「中長期

の視点で投資を行う観点からも（四半期開示制度による）進捗確認の意義を認め

る見解が大勢である」との理由と矛盾する。 

 

ここにきて「非財務情報など」と新たな議論が展開されている。この期に及んで

どれほどの建設的な議論ができるか心もとないが、本研究調査は日本には環境
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会計や社会関係情報の分野で他国よりも積極的に任意開示してきた歴史がある

ことを指摘する。企業はその社会的責任の観点や広く社中との関係改善の為に、

こうした報告書の充実を図っており、国際的な見地からも日本のプラクティス

が諸外国に劣っているとの印象はない。ただ、そうした非財務情報やＣＳＲやＥ

ＳＧに関する情報公開は投資家や株主からの「投資」との関連において発展した

ものではないし、国際標準化の波に乗るために発展したものでもない。特に現在

は、ほとんどの企業で投資家からの資金調達を予定していないことからも、自明

である。動機が不在の状態で、投資家・株主への情報開示を強制することは制度

設計の原則に反することは言うまでもない。何らかの理由で国際標準化の波に

乗ることを推奨するのであれば、少なくとも、それがコスト・ベネフィットの観

点から本邦に利益をもたらすものであることを示すべきである。 

 

[＃四半期衡量３] 半期・四半期のみならず、重要な企業情報の開示が全体として

適時に行われる枠組み・ガバナンスが必ずしも十分とは言えないこと 

 

四半期開示制度がその制度導入の目的に照らして予定通りの機能を果たしてい

ないのではないかという議論をしているときに、「全体として適時に行われる枠

組み・ガバナンスが必ずしも十分とは言えない」との結審を示されれば、総論と

しては一定の賛同をせざるを得ないが、論理的に、これは四半期開示制度を正当

化し継続する理由とはならない。 

 

[＃四半期衡量４] 情報開示により市場の価格形成がより効率的に行われるよう

になっているとの指摘があること 

 

一般的に情報開示が市場の価格形成がより効率的に行っているか否かが問題な

のではない。更に、節 4.4.2. では、現在の流通市場における市場の価格が成熟

経済社会の運営目的に照らして有用なシグナルや管理用具となっていない可能

性を論じた。発行市場ではなく、流通市場における価格形成が国民経済社会の発

展に資するものであるという論理であれば、「どの程度」という点まで含めて詳

説すべきであり、この点、本研究調査はその点について懐疑的な見解を述べた。

現行制度は多大なコストを伴う四半期決算短信と四半期報告書という二制度を

同時に強制しているのであるから、これが当初の制度導入の目的にかなってい

ることを立証する責任がある。政策効果の検証は当然であるし、「（制度を含む）

権力は自らその正当性を証明するのでなければ常に改変される」というのが適

切なガバナンスや公共政策の基本である。 
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[＃四半期衡量５] このような状況において、例えば、四半期開示を任意化した場

合、開示の後退と受け取られて我が国の資本市場の競争力に影響を及ぼしかねな

いと考えられること 

 

既に[＃四半期維持論４]及び[＃四半期維持論５]で議論しているのでここでは

繰り返しを避ける。 

 

[＃四半期改廃判断] 等を踏まえると、現時点において四半期開示制度を見直すこ

とは行わず、今後、四半期決算短信の開示の自由度を高めるなどの取組みを進める

とともに、引き続き、我が国における財務・非財務情報の開示の状況や適時な企業

情報の開示の十分性、海外動向などを注視し、必要に応じてそのあり方を検討して

いくことが考えられる。 

 

ここまで我々はＤＷＧが「現時点において四半期開示制度を見直すことは行わ

ず」と判断した理由に対し、多くの疑義を呈してきた。また『資本市場における

好循環の実現に向けて』が公表されてから、およそ 2年が経過し、この間に国内

の制度の改善が図られ、海外動向も変化したものと考えられることから、節 5.5.

でそうした点も含めて四半期制度改善の要請としてまとめたい。 

 

5.5. ＩＦＲＳ採用企業の増加と配慮の必要性 

近年のＩＦＲＳ基準採用企業の増加、および日本基準ＩＦＲＳへのコンバージ

ェンスの進展についてはＤＷＧ報告書で触れられていない論点であるが、日本

を代表する多くの企業群にとって極めて重要な論点である。この点について、

2020 年９月になって追加的に、ＩＦＲＳ任意適用会社（製造業）の経理責任者

に最新の情報提供を求めたところ、多くのステークホールダーに有用と思われ

る情報「四半期開示についてのコメント」を得たので、以下にそのまま掲載する。 

 

四半期開示についてのコメント：  

 

近年、経済団体（経団連、関経連など）が、毎年、規制改革要望で提出しています

が、コスト・ベネフィットの観点から、我が国の四半期開示制度（＝四半期報告書）は

できるだけ早く廃止すべきと考えています。特に第１・第 3 四半期の四半期報告書を

廃止して、欧州の主要国（英国、ドイツ、フランス）のように、四半期については任意

開示（決算短信ベース、様式や内容は自由化）になることを望んでいます。四半期を

任意開示にしても、投資家との対話上で有用と考える企業は自主的に任意の様式で四

半期開示を継続することになると思われます。 
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四半期開示については、我が国においては 2011年に四半期報告書の開示の一部が簡

素化（第１・第３四半期のキャッシュ・フロー計算書の省略可、注記事項の簡素化等）

がありましたが、ＩＦＲＳへのコンバージェンスの結果、四半期報告書での注記事項

の増加があり、四半期開示の全体として作成者の負担は軽減できていません。 

 

我が国の四半期開示を廃止すべき理由としては、以下の点があると考えています。 

① 四半期開示制度があるために、決算・開示を担当する部門は、１年のうち８割以上

の期間において開示の作業に追われる実態になっています。これは長時間労働の

是正といった働き方改革の観点から望ましくなく、また、担当者が企業価値の向上

を図る仕事に向けるべき時間を奪っています。四半期開示において、決算短信に加

えて、詳細な注記を含む四半期報告書の作成が要求され、また、マスコミ、アナリ

スト等への説明資料や質問事項への準備が必要になります。その結果、欧州企業

（四半期開示は任意）と比較して日本企業の四半期開示の実務負担はかなり大き

くなっています。 

② 日本基準がＩＦＲＳへのコンバージェンス（収益認識、金融商品など）を進めてお

り、四半期報告書における開示負担が大きくなっています。しかし、決算短信で発

表する四半期開示（業績、業績予想、セグメント情報等）は注目されても、その後

に公表される四半期報告書については質問を受けたことはなく、開示が詳細にな

ってきている四半期報告書の注記事項はほとんど注目されません。また、四半期開

示が投資家の短期志向（ショートターミズム）を招いている課題も指摘されている

通りです。アナリスト等は第１・第３四半期情報（業績予想の上振れ/下振れを含

む）を追いかけ、作成者はその詳細な質問の対応に追われていますが、中長期視点

での対話をする機会は不足しがちです。 

③ また、ＩＦＲＳを任意適用している日本企業は、ＩＡＳ34 号「期中財務報告」が

適用されるため、上記の日本基準の四半期開示の簡素化の恩恵が受けられず、第

１・第３四半期の開示負担が大きくなっています。この問題は、ＩＦＲＳ任意適用

企業が増加するにつれて課題として顕在化しており、抜本的な対応（第１・第３四

半期開示の廃止）が必要です。 

 

以上を踏まえますと、今後の方向性としては、欧州主要国のように四半期開示制度

（＝四半期報告書）の廃止、四半期開示は証券取引所ルールによる任意開示が適当と

考えます。これは、経済界が要望してきたことであり、規制改革の一環として早期に

実現を希望します。 

2020 年９月 23 日 
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第５章では、ＤＷＧの報告書のポイントに逐一回答する形で本研究調査の立場

を明らかにしてきた。第６章のまとめでも触れるが、ＤＷＧは多忙を極め、四半

期開示制度について十分な検討を加える余裕がない状態で報告書を公表せざる

を得なかったものと考える。よって、ここに改めて、早急な検討を要請するもの

である。次章では、各章のまとめを経たうえで、成熟経済社会を迎えて久しい本

邦に求められる、四半期開示制度を含むディスクロージャーや企業統治制度に

関する具体的な改善策を提言する。  
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第 6 章 まとめと提言 
 
本章では最初に各章のまとめを経たうえで（節 6.1.）、成熟経済社会の深化し

た本邦におけるディスクロージャー制度に関する提言を行う。中でも四半期開

示制度については本研究調査報告書を起草する直接的な動機であった経緯から、

当面の具体的な改善策案（安定政策）を示し、関係各位に検討を頂きご協力を賜

りたい（節 6.2.）。次いで、本研究調査書の「限界」（節 6.3.）や、読者への「お

願い」（節 6.4.）を示すことで、今後の必要な調査や活動について明らかにす

る。更に、次章は『補論』という建付けではあるが、今後の中長期の調査や活動

として、新しいディスクロージャーや市場の制度設計（積極政策）に関する試論

を紹介する。現行の財務諸表に小さな工夫を施し、マルチ・ステークホールダー

間の合意を促し、付加価値の分配割合を少し変えてやるだけで、現在の日本経

済・経営には既に（１）経営者や従業員の所得を十分大幅に増加させ、（２）事

業への再投資も改善し、（３）政府に対する分配（税＋社会保障費）も十分に増

加させるだけの付加価値が生産されている可能性をシミュレーション・データ

として示す予定である。 

 

6.1. 各章の議論の要約 

第１章は本レポート『成熟経済・社会の持続可能な発展のためのディスクロージ

ャー・企業統治・市場に関する研究調査報告書 ＜四半期毎の開示制度の批判的

検討を契機とする＞』が起草されるに至った背景や目的を説明した。四半期毎の

開示制度は、上場約 3,800 社のディスクロージャー制度の中でも高い不満が表

明されている制度の一つである。個々の企業、ミクロ的には、金銭・時間的な負

担や、経営者や従業員の士気や動機に対する負の影響が指摘されて久しい。マク

ロ的にも、成熟経済社会のサステナビリティ政策との不整合が指摘され、制度上

の改革が求められている。こうした背景に照らせば、研究調査の対象を狭義に四

半期開示制度に限定するとかえって議論の本質を見誤る可能性が高い。そこで

本報告書は広く企業統治や市場に関する議論や提言も併せて検討することを説

明した。換言すれば本稿は、企業の情報開示の在り方を現代及び近未来おける経

済社会管理の観点から根本的に問い直すために、コーポレート・ガバナンスや市

場の在り方とのかかわりの中で議論する作業である。英米や新興国とは構造的

に異なり成熟経済社会がさらに深化してゆくことが予想される本邦で、「日常の

経営者や労働者であり生活者である国民」の厚生を維持し発展させてゆくため

には、どのようなディスクロージャーや企業統治や市場がデザインされるべき

なのか、「６Ｗ２Ｈ＋Ｅ」を意識しながら、その在り方を検討するレポートであ

ることを説明した。 
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第２章では、こうした研究調査の過程で大きな障害となりうるのが会計やファ

イナンスの議論に支配的なジャーゴン（難解な専門用語）であり方法論であるこ

とを説明した。無批判に「投資家のため」や「（高い）株価」が前提や功徳にさ

えなっている財務会計やファイナンスの世界から、情報開示やガバナンスや市

場に関する議論を「日常の経営者や労働者であり生活者である国民」の世界に取

り戻す努力が必要であると訴えた。そのために、本稿は過度に理論的であったり

数学的であったり、統計実証的であったりするよりは、市場のセンチメント（日

常感覚）を尊重し、国民の動機や遣り甲斐や感情に響く言葉に軸足を置いて議論

を進めることとした。 

 

方法論上もう一つの懸念は、あたかも「時空」を超越して適用可能なデータや理

論や政策が存在するかのような議論が支配的であることであった。まず「時間・

歴史」的には、会計やファイナンスの議論は過去の株式市場データに過度に依拠

している場合が多い。しかし我々の興味は過去よりは未来であり、他の法域に先

駆けて深化している日本の成熟経済社会のマネジメントである。この新しい局

面で、成長を前提とした旧来の市場や経済に関する帰納的な知がどれほど有効

に機能するか心もとない。 

 

例えば、一般に広く受け入れられている「投資家」という概念にしても、過去と

現代ではその属性が大きく変化した。法整備が図られた当初、制度が想定してい

た「投資家」とは「一般市民」や「公衆」であった（e.g., 上村,2016 a,b,c）。

これに対し、現在は「外国人投資家」や「機関投資家」が主要な地位を占め、経

済社会に重要な影響を及ぼしている。こうした時代の変化を顧みずして「投資家

のため」の会計やファイナンスを継続しては、「日常の経営者や労働者であり生

活者である国民」のためよりは、一部のステークホールダーや既得権者のための

利益追求を制度として固定化してしまう危険がある。こうしたリスクを回避す

るために、本稿は四半期開示制度が導入された経緯や目的や大義を史実に基づ

いて記述することから始め、政策評価の基礎や原点を再確認する必要性を論じ

た。 

 

次に「空間・地理」的には、日本は米国や欧州やアジア諸国に比して、人口構成

や地政学的な点から、構造上大きく異なる成熟経済社会を経験している。本稿は、

これは一般に言われる「失われた 10年、20年、30年」とは異なる経済状態であ

るとの見方を示した。未だに潜在的長期成長率の高い欧米やアジア諸国におけ

る経済・経営政策と、成長後プラトーがコンセンサスとなっている日本の経済社

会政策は異なってしかるべきである。にもかかわらず、英・米で生成された理論

や制度が、ほとんど無批判に受け入れられ、これが広く本邦国民の利益に与する

ように想定されているような議論には注意を要する。 
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そこで本稿では、時空の多様性を尊重し、根本的な理解やコミュニケーションを

深めるのに必要な「６Ｗ２Ｈ＋Ｅ」を意識しながら議論を展開する必要性を訴え

た。「何に関して」、「何時」、「誰が」、「誰と」、「どこで」、「どのような目的で」

といった所謂「六何の原則」に「どのように」と「どの程度」の「２Ｈ」を加え、

更に社会規範「Ｅ」や筆者のポジションを明らかにしたうえで議論を進め、日本

の「日常の経営者や労働者であり生活者である国民」にとって分かりやすい議論

を志した。国民に分かりやすい議論の必要性は、単に静的な理解を促進する目的

にとどまらない。いずれは万国的に定常化することが予想されている成熟経済

社会の最先端を走る本邦で、将来の制度設計を進めるために必要な「共通認識」

や「動機」や「遣り甲斐」を醸成するための基礎として必要とされている条件で

あることを説明した。 

 

第３章は「成熟経済・社会の持続可能な発展のためのディスクロージャー・企業

統治・市場」に対するミクロ的（微視的）なアプローチであり、分析、綜合であ

った。ミクロ、即ち各ステークホールダー間の関係分析に先立って、四半期開示

制度の歴史的経緯が説明され、次いで主要国との比較が行われた。これは政策起

源と国際的なポジションを確認しておくことが、現代の日本市場におけるステ

ークホールダーのセンチメントを理解するために必要なレファレンス・ポイン

トを提供するからである。 

 

最初に歴史・経緯のレビューを行った（節 3.1.1.）。現在ではほとんど顧みられ

ることのなくなった政策起源に注意を向けたのは、現行の四半期開示制度が当

初の制度導入目的や大義とはかけ離れたところで継続され、逆効果さえ発現し

ている可能性が高いからである。2000 年代初めに本邦で四半期開示制度が展開

されたのは、小泉政権下でサプライ・サイド経済学が推進されたことと大きく関

係していた。ここでのサプライ・サイド経済学とは（a）国内の潤沢な家計金融

資産を、上場資本市場の整備を通して企業に提供することで企業の生産能力や

生産性を高め、同時に（b）投資家や株主によるモニタリングとガバナンス機能

を生かして優れた経営者を選抜し、質の高いＲ＆Ｄや生産性を実現することで、

経営効率を追求し、よって（c）国民経済の発展に資する経済学である。小泉政

権は、バブル経済清算の過程で「慣れ合い」が指摘されたメイン・バンク・シス

テムに代わり、直接金融市場を整備・強化することで、上記のサプライ・サイド・

エコノミクスを推進した。四半期開示制度はそうした政策目標を実現する投資

家の保護・優遇策の一環として位置付けられていた。ここで「投資家」として「一

般市民」が想定されているのであれば、「一般市民」の「一般市民」による「一
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般市民」のための市場が実現することとなり、社会的な大義も経済合理性も兼ね

備えた優れた制度となる可能性はあった 100。 

 

ただし、国際的に視野を広げ、マルチリンガルの研究補助者を通して米・英・独・

仏・星と比較し判明したのは、日本ほど要求度の高い四半期開示制度を実施・継

続している法域はないということである（節 3.1.2.）。ここにいう「要求度の高

さ」とは、（１）金融商品取引法と証券取引所ルールの両者に強制される二重構

造であり、（２）開示情報に含まれるべき財務諸表情報の詳細さのレベルであり、

（３）自由度の高い記述よりは標準準拠性であり、また（４）求められる監査或

いはレビューの必要性である。四半期開示制度の源流にある米国でさえこのよ

うに要求度の高いディスクロージャー制度は存在しない。また、近年の欧州にお

ける強制四半期開示制度の廃止は言うに及ばず、有名企業による任意の開示実

務でさえその内容は極めて簡易なものにとどまっている。更に、日本以上に海外

投資家の影響を受けやすいシンガポールにおいても、ショートターミズムを誘

発する懸念から四半期開示制度の強制は原則的に廃止されるに至った。こうし

た国際比較の結果を受けて、我々はＤＷＧの報告書『資本市場における好循環の

実現に向けて』（2018年６月 28 日）が「四半期開示は先進国の市場における標

準である」とか「欧米と比較して我が国の上場企業の開示内容が見劣りするとみ

られている中、四半期開示制度の廃止によって、企業の開示姿勢が後退したと受

け取られれば、海外投資家の我が国への投資に水を差すおそれがある」という説

明に終始しているのは、比較均衡を欠くものと判断した。 

 

それよりもっと本質的な問題は、現行の四半期開示制度が、政策導入当初の目的

として期待された投資家や株主による優れた経営者の選抜や、有効なモニタリ

ングとガバナンスを通しての効率的な経営を推進といった効果が発現していな

いのではないかという疑問である。節 3.2.にまとめられた本邦市場関係者のセ

ンチメントを分析・綜合すれば、次の結論が下された。まず開示制度の高頻度化

に伴うコストの上昇や二重制度による無駄は一貫して広く懸念されている。四

半期開示情報の主たる利用者として想定される投資家やアナリストやファンド

マネージャーでさえ、総合的にみて同制度を重要であると認識していない。高ラ

ンキングのアナリストやファンドマネージャーであればあるほど四半期開示制

 
100 当時、内閣府特命担当大臣（金融担当 兼 経済財政政策担当）として、サプライ・サイド・エコノミ

クスを推進した竹中平蔵氏は、2020 年のダボス会議のテーマを評して、株主第一主義をからマルチ・ス

テークホールダー主義や公益資本主義への進化を支持するコメントを表明している。もっともこれは政

策目標の変更ではなく方法の見直しに過ぎない。当初より一般市民のための制度設計を推進する点では

不変であるが、投資家や株主を優先して保護・優遇することで経済社会の厚生を高める計画から、多様な

ステークホールダーの権利義務をバランスよく均衡することで同じ目標を達成しようとする手段の変更

である。四半期開示制度の法制化をみた 2000 年代初めの内閣府特命担当大臣（金融担当 兼 経済財政政

策担当）による、サプライ・サイド経済から、マルチ・ステークホールダー主義への転向は四半期開示制

度の改廃を議論するうえでも参考となる。 
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度の重要性に疑問を感じている。株式の売買がパッシブ化し短期化した市場に

おいては、当初制度が予定していた投資家によるモニタリングやガバナンスを

通して優れた経営者が選抜され、優れた研究開発やイノベーションが推進され、

効率的な経営が達成されているとの実務感覚はなく、またこうした効果のため

に株式発行市場が活発化しているとの事実も確認されなかった。 

 

こうした「停滞」に対しては、往々にして経営者や従業員の努力・実力不足が指

摘されてきたが、それが過去 20 年も 30 年も継続しているのであれば、投資家

によるモニタリングやガバナンスが有効に機能していないことの証拠として解

釈される可能性や必要性も指摘された。一部の投資家やアナリスト、公認会計士

やＩＲコンサルタント、企業情報提供ビジネスは、自らの利益機会の観点からは

四半期開示制度の重要性を認識しているものの、成熟経済社会における市場の

持続的発展の観点からは高い重要性を認識していない。それよりは、所謂ショー

トターミズムを誘発する懸念が表明され、本来期待されていた経済社会上の責

務を果たせないまま私的な利益を享受しているプロフェッションの間で「プラ

イドの喪失」が観察された。 

 

更には、株式会社制度や投資家保護・優遇策が前提としていた「投資家」の属性

が変化したことにも十分な注意が払われるべきである。英米においても日本に

おいても法整備が図られた当時に想定されていた「投資家」とは「一般市民」や

「公衆」であった。本レポートの言葉で置き換えれば「日常の経営者や労働者で

あり生活者である国民」に近い概念であったろう。希少資源としての資金を国民

から募り、リスクを取って応募してくれた国民を十分保護すると同時に、配当を

もって報いることが国民経済の発展に資するものと想定されていた。しかし、今

日、投資や証券市場の議論の中で話題となる「投資家」とは一部の富裕者層であ

ったり、外国人投資家であったり、またそうした投資家の仲介を利益機会として

追求する金融・証券会社そのものである場合が多い。しかし、特筆すべきは、投

資家やアナリスとも本来制度が期待していた経済社会の発展に結び付く投資機

会を望んでいるのである。しかし、時代の変遷とともに、市場構造がそうした投

資を実現していないということである。 

 

こうした市場環境にあったとしても、もちろん民間ファンドやＧＰＩＦのアセ

ットオーナーとして（或いは日銀保有株式を通して）国民に分配される利益や付

加価値の分配の存在は認めるが、その絶対的な量や所得格差に対する影響の分

析は未済である。懸念されるのは「日常の経営者や労働者であり生活者である国

民」よりは一部の富裕者層や投資機関そのものが、その資金力や情報技術上の優

位性を利用して、極力統制されたリスクの範囲内で、期待されたモニタリングや

ガバナンスの任を果たすことなく、株主としての権利だけを主張できる、或いは
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それが「効率的である」と評価されてしまうような市場環境が定着してしまうこ

とである。例えば、国際的に影響力の強い外国人投資家が、議決権行使アドバイ

ザリー会社を通じて、国内の経営に資する実質的なモニタリングやガバナンス

機能を果たすことなく、付加価値分配上の配慮やバランス感覚を伴わない無理

な株主還元策を強要するなど、本邦の社会通念に反する権利の乱用とも評され

る事例が報じられている（e.g., 2020年のキリンホールディングス株式会社：

第 181回定時株主総会の議案に関する議決権行使助言会社のレポート）。 

 

こうした事例の増加が予想される環境で従来通りの制度の継続を主張すること

が本邦のサステナビリティや更なる発展に与するものであるかどうか疑問する。

会計学やファイナンスでは、未だに「投資家」や「株価」は保護や優遇の対象と

して支配的な地位を有するが、市場のセンチメントや将来の制度設計の観点か

らは既に信頼を失いつつある。職責上「投資家」や「株価」の大切さを主張する

ことで利益を確保する必要はあるものの、日本の将来や若者のために適切な役

割を果たしているとのプライドは失われている。同様のセンチメントは公認会

計士や証券取引所関係者やＩＲコンサルタントや経済・経営系メディアにも観

察される。そもそも「発行市場」に対置される「流通市場」としての性格を強め

た証券市場は、当初制度が期待したエクイティ・ファイナンスの減少が生成した

結果であり、この環境下で日本の経済再生に直接的な貢献を実感することが難

しくなっている。 

 

明確にしておきたいのは、こうした解釈は本研究調査の分析や「感覚」であるよ

りは、市場関係者のそれである。全ての金融証券系調査会社のコンセンサス予測

にみられるように、投資家やアナリスト自身が日本の低成長を予感しており、投

資家もアナリストも自らの役割に限界を感じている。マクロ的に見れば、成長の

予見されない成熟経済社会に新たな資金を投入する投資家はいない。特に、日本

国内では企業経営の最適化が達成されているとしても、英米や新興国のとの比

較において高い投資効率が予想されない限り、日本から資金の流失が起こるこ

とは当然である。こうした不都合は近年の企業情報のデジタル化やＩＴ技術の

深化やグローバル分散投資の実務によって加速している。当初、タイムリーな情

報を提供することで投資家のリスクを軽減し、投資を促進し、効果的なモニタリ

ングやガバナンスも可能にするとして導入された四半期開示制度は、今やＩＴ

化やデジタル化や国際的な分散投資の実務とも相まって「無責任な投資」環境を

作り出してしまっている。ここに「無責任な投資」環境とは、充実した企業情報

の開示や分散投資実務の進化によってリスクは十分低いレベルで統制されるよ

うになったものの、これは同時に積極的なモニタリングやガバナンスの必要性

の喪失も意味しているために、あとは法的に認められた権利の追求にのみ最大

限の努力が払われるような投資環境である。ファイナンスの世界でミクロ的に
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効率的と評価されるような投資実務が、マクロ社会経済的には非効率であり、無

責任であり、非持続的であるような合成の誤謬、アポリアが発生しているものと

解釈している。ここで「アポリア」と表現しているのは、当初良かれと導入した

制度の下、個々のステークホールダーのレベルでは合法・合理的な行動が全体と

しては社会的に不都合な結果を生むが、個々のレベルでは合理的であるがため

にその傾向の反転が実現されず、問題の深刻化が進む困難な構造を呈している

からである。 

 

しかし本稿は、上記のアポリアを投資家や個々のステークホールダーの責めに

帰するものではない。なぜなら、例えば、法は投資家にその拠出額を超えて責任

を負わないという有限責任制を徹底することで投資を促進してきたのであるし、

近年のファイナンス理論や実務の発展により投資リスクを統制し軽減しながら

リターンを最大化するのは、自由主義にあっては当然の合理的行動だからであ

る。本稿が問題としているのは現行法上の権利義務に関する問題ではなく、将来

の制度設計上のそれである。 

 

また、本稿は多くのステークホールダーの悲観的なセンチメントや経済停滞の

原因を四半期開示制度という特定のディスクロージャーに帰するものでもない。

より根本的な原因は、特定のディスクロージャーよりは、増加の一途をたどるコ

ンプライアンスや開示実務一般に対する徒労感や不信感にあるものと考える。

そもそもコンプライアンスや開示制度は経済社会全体の厚生を高めることを企

図して導入されたが、成熟経済社会の深化に伴う全体的な停滞感が漂う中、一部

のステークホールダーに対する権利や付加価値の配分が集中し、制度がそれを

促進し正当化しているかのように感じられ、それが不信感を募らせている。しか

し、近年、この意味での「制度の失敗」の可能性は、経済誌やメディアを通じて

報道されることが多くなった。「株主第一主義からの反転」や「マルチ・ステー

クホールダー主義への脱皮」が説かれるようになり、徐々に経営者や従業員に共

有された意識や知識として蓄積されつつある。こうした過程にあって、経営者や

従業員に対する「要求度の高い」四半期開示制度には、特に高い批判が寄せられ

ているものと解釈している。 

 

第４章では、分析視点をミクロからマクロに移し、上記の「アポリア」が起きる

環境を幾つかのマクロ統計や図表を用いて説明することを試みた。そうした環

境を構成する主柱として、準需要飽和や準完全競争や人口減少を取り上げた。 

 

まず「準需要飽和」に関しては、日本では戦後、高度成長経済やバブル経済を通

してその生活水準が著しく向上した。これ自体は好ましい結果であろう。問題は、

経済成長を前提に制度設計を進めてきた日本で、我々はこれ以上高い科学技術
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や財・サービスを生産し享受しても主観的幸福感が大きく改善する余地が無い

ほどに発展した環境で経済社会を運営しなければならないことである。基本生

活需要はとうに飽和し、奢侈財に対する需要さえも減退し始めた（図表 16図表 
17 図表 18）。換言すれば、日本はマクロ的に見れば、これ以上成長する余地の

あまり無い、投資の観点からすれば高いリターンの望みにくい成熟経済社会を

迎えたということである。 

 

ここで統計的に企業部門の資金状況を確認すると、サプライ・サイド経済が主張

され、潤沢な家計金融資産を企業に注入するために投資家保護・優遇政策が積極

的に検討され始めた 2000年代初頭には、企業は既に資金余剰に転じていた（図

表 20 主要部門別の資金余剰・不足の推移）。バブル崩壊後、企業は需要減退に

備えて投資を控え、内部留保の積み増しを続けてきた（図表 26および図表 31

を参考）。資金調達の必要のある会社は安くて手続き上も簡易な銀行借り入れや

社債を望んでいた（図表 21）。振り返れば、四半期開示制度は、そうした傾向が

顕著になった 2000年代初頭に導入されてしまったのである。換言すれば、そこ

には、そもそも新たなエクイティ・ファイナンスを通じた資金需要など存在しな

かったにもかかわらず、投資家保護・優遇政策を進めてしまった。 

 

次にサプライ・サイド（企業による供給側面）に目を転じ「準完全競争」を分析

すれば、やはりそこには積極的に投資を誘引する環境はなかった。即ち、日本は

言語的にも地政学的にも高い独立性ゆえに競争がし烈化し、高い質の財・サービ

スを提供するものの価格低下圧力が高まり、利益率も低下している。これも質の

高い財・サービスが安価に提供されるという意味で消費者余剰が拡大の側面か

らは歓迎される現象であるが、高いリターンを求める投資家にとっては撤退を

意識する局面への突入である。「個々の企業に、更なる革新的なＲ＆Ｄやコスト

削減努力を求め、他社との比較において高い利益を獲得させることで、投資機会

と高いリターンを期待することが出来る」というミクロの議論をしているので

はない。マクロ的に利益率の低減と投資機会の縮小を議論しているのである。 

 

しかも、グローバル化した投資という観点からは、こうした国内の準完全競争状

態は、国内の独立した事象としてよりは、主要国との比較において分析・理解さ

れる必要がある。一般にあまり理解されていない人口学上の事実は、同じ先進国

でも英・米は 25年後にも、50年後にも高い人口成長率が期待されていることで

ある。これに対し日本の人口は 25年後には 20％も減少することが予想されてい

る。即ち、日本国内企業の努力や実力は最善であったとしても、アジア諸国で高

い成長が見込まれ、英米においても長期人口成長に支えられた高い潜在的経済

成長率が期待されている状況では、日本は比較優位性の観点から投資を呼び込

めるような条件を満たしていない。金融のグローバライゼーションが一層進む
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現代において、投資先が国内よりは海外に向かうことは当然である。これを大き

な時代の流れとして認め、政策策定上の要件として正面から向き合う必要があ

る。 

 

そもそも投資とは成長の見込まれる市場で市場価値が高くなる前に先行投資し、

時間をかけて育て上げ、より価値の高いものにし、その段階で先行投資の利益を

確定するのが定石である（図表 14）。本邦市場が全体として成熟し、従来の成長

が見込まれず、国際比較においても劣位の成長がコンセンサスとなっている現

在、マクロ的に多額のエクイティ・ファイナンスを期待したり、それを前提とし

た政策を進めることは矛盾している。かつて成長が期待された時代に、それを実

現する目的で希少資源としての資金を投資家のリスクの下に拠出してもらい、

モニタリングやガバナンスの役割も期待していた場合に、そのリスクや役割に

見合う投資家保護・優遇策を推進したことには合理性がある。 

 

しかし、これは成長を前提とした世界の話であった。成熟経済社会のプラトー或

いは収斂が観察されて久しい日本において、従前の政策を推進することは同政

策の負の効果を拡大することにもつながりかねない。準完全競争的な市場にお

ける価格低下圧力の中でも十分な利益を確保し、高配当を実施するためには、例

えば適切な研究開発費用や検査・品質管理費用や従業員給与などが抑制されて

いる可能性が指摘される（図表 29）。当初制度が期待した、投資家からの新たな

資金提供により新たな投資が刺激され、生産能力が増強され、経済社会全体とし

ての富の蓄積が起こるという事実は観察されておらず、逆に巨額の配当や自己

株式買いを通じて、企業の資金が投資家へ流出している（図表 26図表 31 図表 
27、図表 28）。 

 

これは制度の導入過程で予定された現象ではなかった。しかし、結果としては、

法制化され固定的な構造として「アポリア」を基礎づけてしまっている。投資家・

株主は、法的に「有限責任制（即ち株式購入のための拠出額を超えて責任を負わ

ない制度）」で保護され、「配当請求権」や「議決権」の付与で優遇されているが、

成熟経済社会が深化する過程で資金需要が存在しない局面（図表 20図表 23 図

表 24）では、新たな資金の企業への投入の役割を果すことなく、過去に獲得し

た権利の追求のみが永続する構造である。図表 14図表 14 や図表 22 や図表 25
はそうしたアポリアが生じる可能性を感じさせるには十分であろうし、図表 26

～図表 30 からは実際にそうしたことが起こりつつある証拠とも解釈されよう。

特に図表 28は当初制度の想定した枠組みの外で、外国人投資家が本邦の経営や

経済に積極的に貢献することなく、自己の経済的利益のみ追求しうる危険性を

示唆している。 
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この点、欧州の有力ビジネススクールでは、日本が本格的な衰退期に入る前に短

期利益最大化を図るため「自社株式買いを推奨することで一株当たりの価値を

高め、生み出された付加価値を事業に再投資するよりは、高い配当を要求し、そ

れを継続することが不可能となるまでしゃぶりつくし（“till they suck to 

the very marrow”）」、最終的には「株価が下がる前に高値で売り抜けることが

最も効率が良い」という見解を紹介している。一教員の見方に過ぎないし、全て

の外国人投資家がそうした投資哲学で行動するとは限らないとは言え、これが

ＭＢＡ教育のような現場で繰り返し紹介されているとすれば、実際にそうした

市場行動が加速する可能性は無視できない。この意味で、現時点での短期的な高

利益・高配当・高株価は、成熟経済社会のサステナビリティ政策の観点からは、

何ら現行政策の維持継続を正当化する指標とはなりえない。 

 

上記のデータや解釈は、従来の経済学やファイナンスが学術上の徳として追求

してきた客観的な真実の「実証」を目的とするものではなない。それよりは政策

科学・制度設計上の将来に対する注意的な見解の提示であり啓発である。まして

や司法上、特定のステークホールダーの責任を追及する目的で提示しているも

のでもない。本稿は日本の成熟経済社会が抱える困難の原因をいかなるミクロ

の経済主体の責めに帰すことを企図していない。全てのステークホールダーの

抱えるジレンマを構造的なアポリアとして認識し、新たな政策策定に向けての

共通の問題意識や合意形成を推進する目的である。こうすることで、まずは現行

の政策の罠の深みにはまるリスクを避け、早急に制度の修正を図り、更には多く

のステークホールダーと共に新しい制度設計に必要とされる大局観や価値観を

共有するために我々の見方を提示したものである。 

 

最後にもう一度マクロから第３章で述べたミクロへ立ち返ると、市場の多くの

ステークホールダーは仕事に遣り甲斐を見いだせず「プライドの喪失」にあえい

でいる。第４章が示したのは、この原因の一部は 2000年代初頭に推進された経

済政策に隠れていたという見方である。現在我々が直面しているのは、個々のス

テークホールダーの責めに帰すことが出来ないマクロ構造的なアポリアであり、

投資家保護・優遇政策はその構造を固定化して国民経済の発展を阻害してしま

っている可能性がある。仮にこの見方は証拠力が弱い或いは誤っているとして

も、少なくとも、制度を導入した当初の政策目的が実現されていないことは明白

である。そもそも四半期開示制度の可否に関する説明責任は政府に属すること

を考えれば、政府はまず、そうした政策評価から始め、問題の収束や改善に努め

るべきである。即ち、制度の大義や理由に照らして、四半期開示制度が実効を上

げているか否か説明責任を果たされたい。そうした効果を自ら証明できないの

であれば、政策導入前の状態を回復する安定政策を試みるのが政策運営上の原

則である。 
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第５章は、こうした議論を受けて、政府の最新の見解である『金融審議会 ディ

スクロージャーワーキング・グループ 報告－資本市場における好循環の実現に

向けて』（ＤＷＧ；座長 神田秀樹 学習院大学大学院法務研究科教授; 2018年６

月 28日）における「四半期開示」の部分（pp. 22－24）、全てについて逐一検討

し、本研究調査との立場の違いを明らかにしたうえで、当面の間、四半期開示制

度についてどのような改廃が必要かを検討した。 

 

第５章は、各ポイントが既に箇条書きのような形式で記載されているのでここ

では最小限にとどめるが、大綱を示せば以下の通りである。同報告書においては、

四半期報告制度が導入された背景が３点で説明されているものの [＃四半期背

景 1～3]、本研究調査が詳述したような史実に基づく社会的に合意された政策目

標に関する説明が欠落している（節 3.1.）。次いで、現行四半期開示制度を見直

すべきとの意見が、ほんの３点でまとめられているが [＃四半期見直論 1～3]、

市場で観察され、我々が詳細に検討したきわめて多くの議論が欠落している。こ

れに対し、現行四半期開示制度を維持すべきとの意見は９点も挙げられており 

[＃四半期維持論 1－9] 均衡を欠く。更にどの点も説得力に欠ける説明に終始し

ている。最後に、比較衡量が５点にまとめられているが [＃四半期衡量 1－5]、

「見直論」と「維持論」の構築的な議論の綜合や止揚は見られない。最終的には

「現時点において四半期開示制度を見直すことは行わず、今後、四半期決算短信

の開示の自由度を高めるなどの取組みを進めるとともに、引き続き、我が国にお

ける財務・非財務情報の開示の状況や適時な企業情報の開示の十分性、海外動向

などを注視し、必要に応じてそのあり方を検討していくことが考えられる」との

判断 [＃四半期改廃判断]、すなわち「維持論」が支持されている。しかし、同

報告書 pp. 22－24にまとめられた四半期開示制度のレビューは、社会的コスト

や影響力の大きい四半期開示制度を十分に検討しているとは言えない。 

 

以下ではＤＷＧの議論の進め方や総合的な判断に関して、いくつかの問題を指

摘し、今後の改善を要請する。 

 

同報告書において [＃四半期見直論 1－3] は３論点、[＃四半期維持論 1－9] 

は９論点にまとめられているが均衡を欠いている。この不均衡はＤＷＧにおけ

る実際の討議の時間や量や質を反映したものではない。ましてや市場における

懸念や意見や判断や支持を反映したものでもない。もし市場における議論の質

や量を反映したものであるというのであれば、会議の場でそのような説明が必

要であるが、議事録や配布された資料にそのような説明は見当たらない。また、

そもそも、実質７回（８回目にまとめ）の会合の中で、四半期開示が討議された

のは全体の５％か多くても 10％程度のことであり、他の様々な議題に押されて
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十分な議論は交わされなかったことは、議事録からも会議の参加者からのコメ

ントでも明らかである。 

 

また、ＤＷＧの構成メンバー合計 23名の内、情報作成者からの代表は 1名（新

日鐵住金株式会社執行役員財務部長、石原秀威氏；或いは経団連経済基盤本部長

の小畑良晴氏と三菱商事株式会社総務部長の小林建司氏を含めても３名）に過

ぎない。また平成 30年５月 19日必着のパブリック・コメント「金融審議会ディ

スクロージャーワーキング・グループに係る意見募集について」や、関係資料「デ

ィスクロージャーワーキング・グループにおける検討事項」が公表されたときに

も、四半期開示はそのテーマにさえ含まれていなかった。こうした政策策定過程

は控えめに表現しても「企業の事情を聴取するには十分な体制が整っていなか

った」と判断せざるを得ない。今日、企業の不満が一層高まっている理由の一つ

となっているので改善を要請する。 

 

事実は金融庁もＤＷＧも数多くの課題を抱え、多忙を極め、四半期開示制度を十

分に検討している余裕がないままに報告書を取りまとめざるを得なかったもの

と推定する。しかし、四半期開示制度には、個々の企業の機会費用を合計しただ

けでも毎年 3,000 億円ほどのコストが生じている。更に単純合計では把握でき

ない、所謂ショートターミズムなど、経済社会的なコストも考え合せれば極めて

影響力の高い制度である。これまで各主要経済団体がこの制度に対して強い懸

念を表明し続けてきたにもかかわらず、未だに十分な討議がなされていないの

は遺憾である。早急の改善を要請する。 

 

こうした状況を改善するためには、関連省庁の連携を高め、少なくとも金融庁の

企業開示課と経済産業省の企業会計室との綿密な共同が不可欠である。近年、会

計やファイナンスに関する事項は金融庁が主管するかのように誤解されている

が、それは昨今問題とされる縦割り行政の弊害である可能性が有る。日本の会計

や証券市場は「経済・社会のための会計」として発展してきた（『オックスフォ

ード・レポート』pp.12-17 参照）。企業情報開示や証券市場は「投資家のため」

のものというよりは、企業や「日常の経営者や労働者であり生活者である国民」

のためのものであり、行政の垣根を超えた総合的な討議がなされ判断が下され

ることを願うものである。 

 

6.2. ディスクロージャー政策に関する提言（安定政策） 

提言の背景のまとめ： 

前節、及びより詳しくは第５章において、我々は現行の四半期開示制度が成熟経

済社会を迎えて久しい日本の企業経営及び証券市場には不適合をおこしている
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可能性を強調してきた。ＤＷＧ（2018）は当面の間、現行制度の維持を表明した

が、それから２年が経過した今、早急に制度の改善を要望するものである。 

 

それに当たっては、まず、四半期開示制度を法制化した政策目標・理由に照らし

合わせて政策評価がなされてしかるべきである。ここでの政策評価基準はミク

ロ経済学やファイナンスで議論される投資の効率性に関するものではない。小

泉政権下、制度を導入するにあたって、国民経済の発展の観点から望ましい政策

であると説明され、導入の理由として提示された時のそれである。大切な点であ

るので再論すると（節 3.1.1.）、当時の政策目標、理由、大義、とは（１）需要・

ディマンドよりは、供給・サプライ・サイド経済、すなわち企業の生産能力を高

めることが国民経済の発展に資すると考え、企業への資金の供給をより円滑、潤

沢なものにする必要があったこと。（２）そのためには、これまでの間接金融シ

ステム（その中でも特にメイン・バンク・システム）に代わり直接金融制度（上

場株式市場）を重用し生産能力の向上のために直接投資しやすい環境を強化す

る必要があったこと。（３）これにより既に潤沢に存在した国内家計金融資産を

株式市場で効率的に運用することが出来ること。（４）投資家による企業のモニ

タリングとガバナンスを促進し、優れた経営者を選抜し、積極的な研究開発と生

産能力の拡張を推進し、全体として効率的な経営が実現できること。（５）投資

家として一般市民が前提とされているので、増幅した付加価値の配当を通じて、

広く一般に国民生活の発展と厚生の改善も図れるというものであった。本稿は、

こうした政策目標や導入理由自体を先験的に問題とするものではない。 

 

しかし、（１）についてはマクロ的には
、、、、、、

成熟経済社会の深化に伴い需要の停滞や

減少がコンセンサスとして予想されており、投資＝供給能力の拡大は合理的な

経済行動と考えられていない（図表 20、図表 26 及び図表 31 を参照）。注意的

に付言すると、これはミクロ・個々の企業経営において需要の減少や準完全競争

を所与として消極的な経営や言い訳を許容するものではない。本稿のポイント

はマクロ的な経済政策である。供給過多やデフレや従業員給与の伸び悩みが問

題とされている中で、供給能力の拡大を目的とする投資家保護・優遇策が未だに

合理的な経済政策として推進されるべきものなのか、政府にはそうした説明責

任を果たされたい。 

 

（２）については、メイン・バンク・システムに付随する「縁故主義」や「なれ

合い」や「追い貸し」がもたらしたバブル経済とその処理遅延の弊害は理解する。

しかし代替として提案された直接金融制度がより効果・効率的に機能する保証

はなかった。第３章で確認されたことは、実際に投資家やアナリストによる直接

的で経営に資するモニタリングやガバナンスが有効に機能しているとの実務感

覚は希薄であるということである。「情報—価格の成熟化に伴うアポリア（又は無
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責任性）」（節 4.5.）が生じている中、政府は今後誰にモニタリングやガバナン

スの役割を期待するのか、本研究調査はこの点に関する政府の見解を求めたい。 

 

（３）について。企業の生産能力に利用されるべき資金の潤沢さやその円滑さに

関しては、全体として、直接金融よりも間接金融の方が選好されている実態があ

った（図表 21を参照）。直接金融制度の強化は、確かに企業に多様な資金調達

のオプションを広げるという目的からは無意味なことではないものの、既に資

金が余剰していた事実、間接金融が選好されていた事実、および直接金融強化の

ために全上場企業約 3,800 社に対し多大なコストの負担を強要する事実を勘案

すれば、新制度の導入はマクロ経済社会的に「資本効率的」ではなかった可能性

が高い。この点、個々の投資家のための「資本効率性」の観点からは逆の結論が

導きだされうるので注意を要する。両者は別ものであり、政策決定上重要なのは

前者である。実際、図表 22を見れば、全体として投資家から企業へ直接資金投

入が増加している事実はないし、今後も同様の傾向が続くことが予想されてい

る（図表 14も参照）。それでも投資家保護・優遇策を継続するのであれば、そ

の理由は何なのか説明責任が求められる。 

 

（４）に関しては、少なくとも３つの論点をまとめる必要がある。まず第一に、

ファイナンス研究や講義で主張され、当初制度が想定していた効果・効率的なモ

ニタリングやガバナンスは、投資家による直接的な機能、貢献、役割としては実

現していない。逆説的に、会計やディスクロージャー制度の充実は、投資家によ

る積極的な情報収集活動を不必要とし、より安価でリスクの低いパッシブな投

資、短期的な投資が増加している。ただし、２点目として、こうした直接的なモ

ニタリングやガバナンスは発現していなくとも、頻度の高い、標準性の高い、デ

ジタルで、比較可能な企業情報が、間接的に企業のモニタリングとガバナンスに

強い影響を与えている事実は観察される。一般的に、こうしたディスクロージャ

ー制度の発展が、経営者の Quiet Life を許容せず、企業統治の質を担保するよ

うポジティブに機能している可能性は認める。それでも、３点目として、この積

極的な経営や企業統治が「誰のためになされているか」、「誰を利しているか」と

いう点については注意を要する。四半期開示を社会的に正当性ある制度として

導入した時の経緯に照らし「国民経済の発展のために」機能しているのであれば

問題ないが、流通市場においてパッシブで短期的な売買を繰り返し、「投資家の

ため」だけに経営者が選抜され、「投資家のため」だけに利益と配当の最大化が

追求されているのでは、当初の制度導入目的に背反している。この点に関しても

政府は説明責任を果たされたい。 

 

（５）の「付加価値の分配」に関しては、図表 27図表 28 図表 29 は、2000年

代初頭より「配当＋自社株式買い」による株主還元が急激に増加していることを
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明らかにしている。更に（事業再投資という側面よりも）将来の株主還元のため

の蓄積としての利益剰余金（内部留保）を加味すれば、マルチ・ステークホール

ダーによって生産された付加価値が株主に偏重して分配されている傾向は明白

である。ここでの「投資家」が当初制度が想定した「国民」、本報告書の言葉で

は「日常の経営者や労働者であり生活者である国民」、であれば懸念は軽減され

よう。しかし、仮に現代の「投資家」の属性が、一部の富裕者層であったり、外

国人投資家であったり、そうした投資家の仲介を利益機会として存続を図る証

券業界そのものであったとしたら、これもやはり当初の制度の目的に背反する

現象であろう（図表 30図表 13も参照）。特に（４）で指摘された「効率的な経

営」や「利益や配当の最大化」が従業員給与所得の犠牲の上に実現しているとす

れば、今般政治的な問題として指摘されている従業員所得の停滞や格差の拡大

を合法に固定化させている可能性があり、「制度の失敗」が懸念される。政府の

見解を求めたい。 

 

こう説明すると、従業員給与や雇用者数はわずかながらも増加しているとの反

論が試みられるのが通常である。しかしこれは論点が異なる。ポイントは「従業

員給与や雇用者数はわずかながらも増加しているか否か」ではなく、経営者や従

業員が付加価値生産における貢献に見合う所得の分配を受け、生き甲斐やプラ

イドをもって更なる国民経済社会の発展に向けて動機付けられる制度となって

いるか否かである。近年問題となっている「幸福感を伴わない成長」や「やる気

をなくした従業員」はこの点を反映した問題である。この点、本報告書の『補論』

は、現状の日本経済は経営者や従業員の所得を十分に増加させるだけの付加価

値が既に生産されているにもかかわらず、それが投資家や株主に偏重して配分

されている弊害をシミュレーション・データとして提供している。 

 

将来的にはこうしたシミュレーションや制度設計科学を援用した「積極政策」を

提案するが、その前に政府が早急に取り組むべきは、現行の四半期開示制度によ

る弊害の拡大を最小限にとどめる「安定政策」である。以下は、そうした提言の

再論・まとめである。 

 

提言１（適切な政策評価の実施）：政府はこれまでいくつもの投資家保護・優遇

策或いは直接金融市場優先策を進めてきた。もちろんそうした政策から受けた

恩恵は大きい。しかし時代は成熟経済社会へと変遷し、大きく経営・経済環境が

変化した現代、批判の対象となっている幾つかの投資家保護・優先政策について

は、制度導入当時の大義や政策目標に照らして適切な政策評価が実施されるべ

きである。証券市場や会計やディスクロージャーに関する政策は往々にして時

空を超える真理が存在するかのようなデータや方法論や議論で進められる。し

かし、例えば、属性の変化した（即ち経済社会に与える関係性や特性や影響力が



256 

不明の）「投資家」や「株主」を過重に保護し続けるような制度は新しい時代の

要請に適合していない可能性が高い。「６Ｗ２Ｈ＋Ｅ」を意識して、当初の制度

設計が現在および近未来の日本に好ましい影響を与えるものであるか否か、適

切な説明責任を果たされたい。 

 

提言２（マルチ・ステークホールダー主義と省庁間の協働）：近年「株主第一主

義」から進化して「マルチ・ステークホールダー主義」を促進すべきとの主張が

展開されている 101。これは上記の投資家保護や優遇策への反省を反映するもの

である。成熟化した経済社会における多くのステークホールダーの利害関係を

均衡・調整し、将来世代の持続的発展を可能ならしめるために、政府は行政の壁

を越えて協働する体制を整えられたい。特に、投資家保護・優遇の目的で進めら

れた四半期開示制度の改廃に当たっては、投資家の便益と上場企業約 3,800 社

における様々な負担を比較均衡する必要があることから、特に金融庁と経済産

業省及び法務省には行政の垣根を超えた協働による見直し作業を要請する次第

である。 

 

提言３（四半期開示制度）：投資家保護・優遇政策の一つとしての四半期開示制

度に関しては、制度導入当初の政策目標を長期にわたり達成することが出来な

いままに継続されていることが明らかになった。上記の株主第一主義に対する

反省を行い、多様なステークホールダーの利害関係のリバランスを図る目的か

らも、制度導入前の状態へ回帰する措置を要請する。より具体的には： 

 

１． 金融商品取引法を改正し、義務化されている四半期報告書を撤回し、従前

の半期報告制度を回復する。これは四半期開示制度を導入した後、長期にわ

たりその政策目標が達成されていないだけでなく、成熟経済社会を迎えて久

しい本邦国民経済の現在および将来に負の影響を与えることが注意的に理

解されるからである。また、取引所ルールとしての四半期決算短信制度に加

え、金融商品取引法の下でも四半期報告書制度の法制化が図られたのは、取

引所ルールでは法的強制力や罰則に関する体制が不十分と判断されたから

であった。しかし、そのために全上場約 3,800社が一律に多大な負担を強い

られるのは衡量を欠く。法的強制力や罰則規定を担保するためには、重要な

要報告事象の列挙を含む適時規制開示の整備と罰則の強化により対応が図

られるべきである。 

 

 
101 本研究調査は、政策的に配慮を欠いたまま、多様なステークホールダー間で均等な分配を主張してい

るものではない。それよりは、現行の制度が投資家・株主偏重的であるとすればそれを修正すると共に、

例えば従業員や役員への分配を増やすことにより、活力ある企業や経済が回復されるよう、制度設計上有

効なリバランスを要請するものである。 
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２． ここで四半期報告書制度の義務を廃止するとしたときに、これが単に四半

期開示実務の任意化を意味するだけでは、四半期開示実務に変化が起きない

可能性が高い。これは形式的には強制義務から解放されても「四半期開示実

務を廃止するのは当社だけかもしれず、投資家や市場からの制裁を受けるの

は当社だけかもしれない」という懸念が先行し、結果として多くの企業が四

半期開示実務を継続するような行動経済学的な心理が働くからである。従っ

てこのような不都合を回避するために、四半期開示実務はその必要を強く感

じている企業のみが継続するような「届け出制度」などの一時的で簡易な手

続き・工夫を整備したうえで、制度の円滑な移行を図られたい。 

 

３． 上記半期報告書に付与されるべき保証は従前の「監査」であるよりは簡易

な「レビュー」を推奨する。これは企業統治や監査理論・実務の進化により

内部統制の充実が図られ、監査手続きは年間を通しての平準化が図られたこ

と、また定時開示制度を補完する適時開示制度も充実してきたことをうけ、

半期における公式な保証にかかる金銭上・手続き上の負担を軽減する目的で

ある。 

 

４． 証券取引所ルールとしての四半期決算短信については近年一定の簡易化

が実現されており、この傾向を歓迎し尊重するものである。しかし金融商品

取引法上の四半期報告書制度が廃止されたとしても、四半期決算短信が現行

のレベルで実施されるのであれば、四半期報告書制度廃止の効果は大きく減

殺される。従って二重制度の無駄を排し企業情報開示の効率化を図るために

は、取引所ベースの強制開示制度を改め法定半期報告書制度に一元化するこ

とを目標に更なる簡易化を要請する。大規模な変革に伴う不測の事態を危惧

し、或いは民間組織による開示制度に一定の自主性を維持する必要があれば、

フランクフルト証券取引所ルール（FWB01e）セクション§53の例に倣い（節

3.1.2.(3)）、「四半期財務諸表」に対置される「四半期報告書」のような極

めて簡易で自由度の高い報告制度を任意適用とすることも検討されたい。 

 

6.3. 本研究調査の限界と読者へのお願い 

本稿の最初（節 1.1.）で約束したのは、このレポートを多くの関係者の用に供

し、次世代のための討議資料とするために、「起草に至った経緯」や「背景」、「目

的」、「著者のポジション」や「バイアス」の他、「６Ｗ２Ｈ＋Ｅ」を明らかにし

ながら議論を展開することであった。この意図はこの時点に至るまで変らない。

本稿を上梓する直前にもう一点、この研究調査の様々な「限界」を明らかにし、

更にそれが将来補完されるよう読者への「お願い」も明らかにして、議論の継続

性と社会批判合理性の確保に努めたい。再論になるが、ここに社会批判合理性と

は、社会科学における絶対的な真実を標榜することなく、多くの関係者が継続的
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に議論に参加し、その時々の合意を求めて一旦まとめ、そしてまた改廃してゆく

プロセスであり、本研究調査の方法論そのものである。 

 

本稿は当初の予定を遥かに超えて幅広いスコープをカバーすることになった。

そもそもは狭義に四半期開示制度そのものに焦点を当て、詳細なデータをベー

スに緻密な議論を展開する予定であった。しかし、直ぐに、こうした方針はかえ

って意味のある研究調査を困難にするし、本レポートの意義と機会を矮小化し

てしまうとの判断に至った。多くの市場関係者が四半期開示制度に対して高い

不満を抱いていることは間違いない。しかし、その本当の理由が理解されていな

い。その不満の原因は同制度が要求するコストや事務の煩雑性や繁忙性よりも、

この制度が全体として「経済社会の役に立っていないのではないか」というセン

チメントや不信感に求められる。本稿がこの市場の「センチメント」を尊重し分

析の中心に据えるのは、それが日々の企業運営を担う経営者や労働者の動機や

遣り甲斐やプライドの基礎を構成しているからである。そしてこの動機や遣り

甲斐やプライドこそが、民主的な社会制度設計上、最も重要な構成要素である。

本稿がスコープを広げ、分析の難しい「センチメント」に焦点を当てて分析やや

止揚を試みたのにはそうした理由があった。 

 

しかし、今度はこうした広範な研究スコープを一冊の研究報告書で取りまとめ

る難しさに直面した。2020年２月ころからの Covid-19の影響は様々な側面で計

り知れないほど大きかった。提出期限の延長は認められたものの、研究計画上必

要とされたデータの三分の一も入手できずに脱稿を迎えようとしている。研究

段階の後半（2020 年の春）にこそ、一番重要なステークホールダーからのイン

タビューデータを入手し、或いは最も尊敬できる研究者から指導や批判を受け

ながら脱稿しようと計画していたが、これが全く不能になった。これらの不足を

補完し代替的な議論を展開しようとして努力したが、悪化の一途をたどる体調

がこれを拒んだ。今、自ら書いた全てのページを読み返して、一頁ごとに、読者

からの批判が思い浮かぶし、誰よりも筆者自身が最も辛辣な批判を浴びせるこ

とが出来る。多くの個所で、不足であったり、曖昧であったり、誤解を生みかね

ない説明が多いことを遺憾に思う。同僚から「私は（著者のような）大局観ある

リサーチ（しかし証拠力の弱いリサーチ）はやりません。アカデミシャンとして

中立性のある研究をしようと思っています」と揶揄されることもある。確かに、

今このパラグラフを推敲している瞬間にまで、本レポートが社会的なディスコ

ースの中で占める位置や、各章の構成や、議論やデータのバランスや、解釈、判

断の妥当性や、言葉使いに関しても迷いが付きまとう。多くの不備を一つひとつ

修正しているその最中に、本報告書の提出期限を迎えようとしている。 
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しかし、そうした批判のリスクを回避するために、研究スコープを四半期開示制

度の一部に絞って研究をまとめ上げるのでは、社会批判合理性の観点からは逆

効果であるように感じた。欧米の先行研究のモデルに修正を加え、日本の株式デ

ータを使って統計分析を施し、例えば「流動性が高まった」とか「情報の非対称

性が緩和された」いうたぐいの連関性を実証し続けても、この結果が広く関係者

に議論され理解されず、結局ＤＷＧ（2018）の「学術的には、、、」という形での

まとめに利用され、誤解を広める結果を招くのであれば逆効果である（節 5.1.

「ＤＷＧの説明による」四半期開示制度の経緯・背景 参照）。社会批判合理性を

信じ、多様な種類の研究や方法の価値を信じて、経済社会を対象とした大きな枠

組みの中での「分析・綜合・止揚」を試みた。次世代（特にその若者）の犠牲の

上に一部のステークホールダーの利益が蓄積されている可能性が指摘されなが

らも、制度として正当化され固定化される危険性が予見されるのであれば、そう

した全体を俯瞰し大局観ある研究の方向性を示したかった。焦点を絞り込み客

観性や中立性を主張できる部分でのみ研究を重ねることに限界を感じた。こう

した意味での客観性や中立性は、そもそも科学や研究が他の知に優越する理由

として挙げられる時の客観性や中立性とは全く異なる性質のものである。この

一冊のレポートの中に「ロバスト」な証拠を示すことが出来なくとも、社会批判

合理性に対する信頼の上に、社会に開かれた議論を推進すべきとの判断で本稿

を上梓することを許されたい 102。 

 

従って、本稿に寄せられる批判は多様なステークホールダーによる自由闊達な

ものであることを期待する。ただし、そうした批判が議論の目的に沿うものであ

ることも期待したい。そもそも、政策の可否に関する説明責任と改廃の義務は政

府に属する。大切なのは、本稿が四半期開示制度に関する効果を実証しているか

否かではなく、政府が社会的合意に従って、政策目標に合致した政策を運用し、

政策評価の責務と改廃の義務を果たしているかである。枝葉末節な議論に紙面

を割き無駄に社会批判合理性や止揚のプロセスを遅らせるよりは、国民生活の

改善に役立つ議論を進めたい。もちろん過去に関する実証について必要な部分

では詳細に検討されたい。しかし、我々が大切にしたい未来は、過去のデータに

よって実証しえない。それよりは、経営者や従業員、投資家やアナリスト、会計

士やコンサルタント、メディアや研究者や政府関係者の多くが問題意識を共有

できる環境を整備し、過去や現在のデータの解釈を公共の場で討議し、注意的に

未来を予見し、現在における必要な保険的措置を施しながら、将来は国民に希望

を与える議論と制度設計を進めたい。戦後の高度成長経済とバブル経済を超え

 
102 ポパーの意志を継いだポール・ファイヤアーベントが若き日の著者に授けてくれたアドバイスは「と

にかく、公表しなきゃダメなんだ（You got to publish it, anyway.）」であった。ファイヤアーベント

は科学的真実の追求のためにはいかなる支配的な方法論に縛られることなく多種多様な方法の混合・混

在が必要であることを説明したポパー派最後の科学哲学者として知られている。主著は『方法への挑戦―

科学的創造と知のアナーキズム (Against Method)』（1981）村上陽一郎・渡辺博 訳 新曜社 
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て成熟経済社会のプラトーと閉塞感に苛まれる日本の若者の将来に与する制度

を醸成したい。 

 

「経済学」とは希少な資源の合理的な分配を通じて市民全体の厚生の改善を志

す学問であるとされる。日本経済社会を概観すると、過去に希少であった資源と

しての「カネ」は、その合理的な分配を通じて我々の生活を豊かにしてくれた。

その後、豊かな成熟経済社会が達成されて、マクロ的に見れば「カネ」は余剰し

ている。これは大きな意味で 1930年にケインズが「Economic Possibilities for 

our Grandchildren」で思い浮かべた「（経済成長後の豊かな）孫の世代の可能性」

の実現であろう 103。しかし、この「孫の世代」で希少なのは「カネ」に代わって

「ヒト」であり、その動機や、遣り甲斐や、プライドである。旧態依然と「カネ」

を希少資源と措定した経済政策を継続すれば、これまで蓄積された「カネ」の偏

在が経済社会全体の構成を棄損する局面に至る。多くの「カネ」が一部の「ヒト」

のもとに集積し、それが多くの若い「ヒト」の動機や遣り甲斐やプライドの喪失

を促進し、これまでに築かれた豊かな生活の維持さえ困難な事態が起きつつあ

るのであれば、旧世代の研究者として責任を痛感する。少なくとも、著者の研究

者としての課題は、法規則によって固定化されがちな経済制度の下での個人の

自由や人間性の回復であり、そのための新しい社会制度の再設計である。同様の

関心や問題意識を有するステークホールダーからの屈託のない批判を請うもの

である。 

 

6.4. 新たな制度設計・枠組みに向けて（積極政策） 

節 6.2．までに、四半期開示制度が当初の政策目標通りには機能していない点と、

従ってそれ以前の状態の回復をもって当面の安定政策とすべきとの主張を展開

した。しかし今後、例えば 20年、30年と時代が変遷してゆく過程で、成熟経済

社会のプラトーを生き抜き、更に発展してゆくためには、年４回の決算を２回に

戻したところで抜本的な変化を期待しえない。ディスクロージャーや企業統治

や市場の在り方に関して、根本的に新しい思想と制度の設計を試みる必要があ

る。 

 

この見方に対し「四半期開示制度を中心とした現行の企業情報開示制度の整備

や運用が不十分であったがために、当初の政策目標を達成できなかった」として、

現行制度の更なる深化を求める主張もあろう。しかしその場合には、過去に関す

る説明責任を果たし、そのうえで現行制度の更なる深化が「日常の経営者や労働

者であり生活者である国民」の生活が豊かにするものであることを予感させ、社

会的な合意を得るものでなければならない。翻って、本稿の立場は、四半期開示

 
103 節 4.2. (b) 準需要飽和（需要・ディマンドサイドの変化）」中、ケインズをはじめとする経済学者

が想定した成熟経済社会を参照。 
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制度のような特定の分野について討議を重ねすぎているがために、大局観を失

っているというものである。それよりは新しいフレームワークによってこそ、四

半期開示制度の議論の中で問題となってきた事項も含めて、解決される方法が

見つかるかもしれないという立場である。 

 

仮に、近未来が株主第一主義的な思考や政策から進化して、マルチ・ステークホ

ールダー主義と称される思考や政策に大きく転換してゆくのであれば、その変

化の下での新しいディスクロージャーや企業統治や市場の在り方とはどのよう

なものであろうか。本稿の最終部『補論』は、未だ試論とパイロットテスト的な

シミュレーションの域を出ないが、安定政策を超える積極政策の一案として『付

加価値分配計算書（ＤＳ: Distribution Statement）』と『民主経済市場 (ＤＥ

Ｍ: democratic Economic Market) （あるいは『公益資本主義市場』とも）』を

紹介する。「ナッジとしてのアカウンティング」（スズキ,2020a）を利用して、願

わくは容易に実行可能で効率的な制度設計を提案する。ここでの前提は、従来希

少材として重要であった「カネ」に加え、成熟経済社会下で重要性を増す「ヒト」

の動機や遣り甲斐やプライドを制度設計の要として導入することである。「ヒト」

の動機や遣り甲斐やプライド回復と、その適正な配分をつかさどる制度が、成熟

経済社会における主観的幸福感を向上させるためには有効ではないかという発

想である。実はこうした発想は、現代日本よりも、四半世紀後にはより深刻な成

熟化懸念される中国とインドにおいてこそ関心が高く、国際協力の下に検討が

進められている分野である。 

 

端的にまとめれば、従来の損益計算書（ＰＬ：Profit and Loss Statement）の

下ではそのボトムラインで当期純利益を最大化し、投資家・株主のために分配し

たり留保したりするゲームが展開される。これに対し付加価値分配計算書（Ｄ

Ｓ: Distribution Statement）の下では、そのトリプル・ボトムラインをシグナ

ルとした付加価値のマルチ・ステークホールダー間での適性配分を模索するゲ

ームが展開される。もちろんＰＬが法制化されている現実に鑑みれば、この制度

に変更を迫るような設計は予定していない。また全ての企業が強制されるよう

な制度も予定していない。ＤＳによってメリットを享受したい企業やそのステ

ークホールダーが採用を決定し、経営改革を進めればそれで足る。ただし、長期

的には、そうした経営哲学や制度に賛同する企業が集って新しく（仮称）『民主

経済市場 (ＤＥＭ: democratic Economic Market)』 を創設することは想定さ

れている。マクロ経済社会的には既存の上場資本市場との併存が望まれ、決して

相互に背反するものではない。政策科学と制度設計科学の原理を応用し最小限

の整備や政策コストで大きな変化を生むことを企図している。国際的にも全く

新しい試みで、即座に全容を理解するには一定の努力を要しようが、将来の市
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場・経済の制度設計に興味のある識者からは批判的なレビュー賜りたく一読を

お願いする次第である。 
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補論（Supplement）新しいガバナンスと上場市場の制度設計 
 
注） この『補論』は非常に限られた時間と紙面の中で起稿されている。同様の

テーマで多少詳しく説明されている論述としてスズキ（2020b “世界的な準需要

飽和・準完全競争・人口減少下の上場市場制度設計：「付加価値分配計算書」に

基づく「民主経済市場」の創成” 『会計理論学会年報』 第 34号 pp. 40–52）

も参照されたい（本論点については 2021年度に増補したものを出版予定）。 

 

本研究調査では、四半期開示制度の改廃を考察することを契機として、結果とし

ては広く成熟経済社会におけるアカウンティング、ディスクロージャー、コーポ

レート・ガバナンス、そして上場市場の機能についても批判的に検討することと

なった。2000 年代以降四半期開示制度を含め投資家保護・優遇制度が導入され

たが、投資家によるモニタリングやガバナンスが有効に効いていないことが明

らかである以上、四半期開示制度を含め投資家保護・優遇政策を見直すべきであ

ると結論した。しかし、そうした投資家保護・優遇政策の見直しは現行のモニタ

リング・ガバナンスの喪失を意味しうるし、代替する制度が導入されないのでは

長期的には現状を悪化させる危険性もある。よって本稿は、これまでの投資家・

株主によるモニタリングとガバナンスに代わる、或いはそれと併設される、新し

いメカニズムを提案する。 

 

以下では『補論』という建付けで、未成熟ながらも徐々に国際的（特に中国やイ

ンド）にも注目され始めている市場設計を紹介する。世界に先駆けて成熟化が進

む本邦において、これまでにないヒューリスティックなアイディアとして「ニュ

ー・トリプル・ライン（New Triple Line）」を提示する。これは筆者が一年ほど

の間に設計を始めた初期の企画にすぎないが、アイディアの共有とその後に期

待される批判的討議のたたき台となることを願い、ここに提示するものである。

補論ではあるものの本研究調査の主たるテーマであるコーポレート・ガバナン

スの未来像や国民経済社会の発展を企図するという意味において重要な視点を

提供するものであり、適切な関心が寄せられることを祈念する。 

 

S.1. 背景と目的：現代日本資本市場のレビュー（再論） 

『補論』は他の章からは独立したセクションとして読む読者も想定しているの

で、最初に幾つかの要点を再論する。 

 

戦後日本の上場株式市場の歴史を端的にまとめれば、リスクを伴う未来事業開

発のために、経済の対象としての稀少資本「カネ」を投下し、その資本の所有者
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（投資家・株主）によるモニタリングやガバナンス機能を生かして優れた経営者

を選抜し、効率的な事業の運営を通じて事業の拡大を図ることで付加価値を高

め、もって投資家の利益と国民経済社会の発展の両立を図ることで、制度設計上

のインセンティブ・コンパティビリティを実現する制度であった。ここにインセ

ンティブ・コンパティビリティとは過度の単純化を恐れずに言えば、それぞれの

ステークホールダーが利己的な動機に基づいて行動しても、その全体的な効果

が公共の目的に与するような動機の両立性である 104。日本のみならず、主要各

国で同様の上場株式市場の運営を通じて国民所得の拡大が図られた。一般には

そうした試みが大きく成功したとの見方が主流であり、これをもって共産・社会

主義に対置される資本主義の勝利のような構図で歴史が語られることも多い。 

 

しかし、そうした株式上場制度の歴史的な成功や公共的役割を十分に認めたと

しても、この帰納的な知恵が将来にも有効に機能する保証はない。筆者は節

4.4.2 で一つの見方として日本の上場株式市場は既にその歴史的役割を大きく

全うしたとの見方を提示した。これは、既に本文の中で何度か指摘した通り、一

つにはこの地政学的に独立性の高い市場が既に 20年、30年と低成長にあえいで

きた過去もさることながら、今後はそれ以下の成長率でしか推移しないであろ

うことが金融・証券系シンクタンクのコンセンサスとして提示されているから

である。そもそも上場資本市場は将来の「成長」を前提として初めて有効に機能

する市場であり、投資家の悲観的な見方が支配的である市場にあっては負のス

パイラルを想定することが事前注意的である。また、投資家や株主は「失われた

20 年－30 年」の責任を経営者や従業員の不作為や不効率に求めがちであるが、

長期な改善が見られない現状を鑑みれば、投資家自身のモニタリングやガバナ

ンス機能の不全を疑うべきであり、社会制度としての投資家保護・優遇策を根本

的にレビューする必要がある。 

 

もう一点は、そうした投資家が制度上の既得権に安住し、厳しいマクロ環境の中

でも利益を創出してきた経営者や従業員から、社会的規範にてらして不平等と

判断されるレベルで付加価値の配分を受け、富を蓄積している側面が観察され

るからである。近年に顕著な高額配当や自社株式買いの要求は、当初制度が意図

した上場株式市場制度の効果や役割に反する既得権の乱用であり 105、現在およ

 
104 よって自由主義社会の原理には親和性が高く、しかも利己的な動機に支えられているために、一般に

は制度の安定性が高いと考えられている。 
105 もちろん法律論的な権利の乱用ではなく制度論的なそれである。また、本文では繰り返し説明されて

いるが、こうした主張は、制度の不幸な帰結を投資家や株主など特定のステークホールダーの責めに帰す

ものではない。更に所謂「資本主義 vs. 共産主義とか社会主義」の議論とも無縁である。詳細は本文を

参照されたい。 
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び将来の市民の厚生を大きく毀損し不平等を拡大する可能性がある、とすれば

少し語気が強すぎるきらいはあろうか。しかし、経営者や証券取引所や大量の株

を抱え込んでしまった政府は、投資家・株主批判を展開しにくい状態にあること

を考えれば、比較的独立性の高い研究者として筆者に求められる役割は、既存の

制度におもねるよりは建設的批判を展開することと心得る。 

 

かつて「投資家」の属性として一般市民が想定されていた時代や環境においては、

「配当」は企業の生み出した付加価値を広く市民へ分配し、豊かな国民生活を実

現する機能が期待された社会的に正当性の高い制度であった。しかし今日の日

本市場では「投資家」の属性が大きく変容した。なかでも市場に支配的な特定の

投資家の利益獲得様式が、既に獲得された大きな資金力を背景に、高速コンピュ

ーターや国際的なネットワークを駆使し、新株発行を伴わない（即ち新たなリス

クマネーを未来事業に供する必要のない）、パッシブで、高頻度のトレードを繰

り返すことによって、更に累積的な富の蓄積を可能にしている側面があるとす

れば、我々はそうした市場の歴史的役割を一度見直して、事前・注意的に新たな

制度設計を試みる必要がある。 

 

S.2. ナッジとしての損益計算書のフォーム 

過去 20年間、筆者は同様の社会的関心や危惧を背景に、会計を経済変革の「ナ

ッジ」として活用し、特に新興国の制度設計に携わってきた（スズキ 2020a）。

会計は一般に、独立に存在する経済事実を「客観的に写像する制度」として捉え

られがちである。しかし、筆者は会計を「account + ing」、即ち「積極的に説明

する行為」と捉え、その積極的な説明によりステークホールダーの動機や行動を

政策的に統制することによって制度設計を試みてきた。会計の利点の一つは、

様々な業種やサイズやタイプの組織に共通に使用される言語というユビキタス

性である。会計はこのユビキタス性を生かして、そのほんの少しの変化・工夫で

大規模な変革を起こす極めて有用な「ナッジ」として機能する。そうした会計を

インセンティブ・コンパティビリティを事前に計算したうえで制度設計に組み

合わせることで、ステークホールダーそれぞれの理解と行動に作用し、全体とし

て合意された社会目標が達成されるよう試みてきた。 

 

第１章で紹介したインドにおける One Additional Line はそうした試みの一つ

であり、最も直感的に理解が得られやすい例である。2010年ころのインドでは、

高成長が求められるプレッシャーの中で、経営者はコストの安い児童労働を使

い、公害の垂れ流しにも目をつむって利益最大化を進めていた。そこで 7,500社

の上場企業に対し、損益計算書上、一行で「ＣＳＲ費用」の開示を求める制度を
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提案した。この制度は、ＣＳＲ費用の強制的な支出自体は求めていない。単なる

ディスクロージャーの要求だけである。実験経済学的なシミュレーションを通

じて、この「一行」だけで利益行動とＣＳＲ行動のバランスを図る市場作りが可

能であることを確信して企業法（2013）下のＣＳＲ会計基準作りに参画した

（Companies Act 2013 Section 135, GN (A) 34, Guidance Note on Accounting 

for Expenditure on Corporate Social Responsibility Activities; 

Presentation and Disclosure in Financial Statements 2015）。この会計基準

の実際上の運用は当初予定した制度設計とは遠くかけ離れたものになってしま

ったが、それでもＣＳＲのディスクロージャーをきっかけとして、企業が自助努

力により毎年およそ＄２ Billionを支出し、インド社会のインフラ作りに貢献

していることには一定の意義がある。また、実は、こうした数値よりも、インド

という社会で「企業は利益だけでなくＣＳＲ経営でも高く評価される」という意

識の変化をもたらしたことにこそ重要な意義がある。 

 

One Additional Lineのオリジナルアイディアを、初めて、学界の重鎮が会した

ヴェニスにおける非公開セミナー（AOS Seminar 'Calculating Sustainability' 

March, 2007）で発表した時は、筆者はほぼ全ての教授陣に黙殺された。ＣＳＲ

のような複雑なものを「一行」で「表象」できるわけがないとの反応であった。

しかし「表象」は私の関心ではなかった。「表象」ではなく、その一行による新

たな現実の「構築」にこそ関心があった。ただ一人、「一行」だからこそ高いシ

グナリング効果を発揮して多くのステークホールダーの動機を統制し新しい社

会を「構築」できると洞察し、支持を表明してくれたのはパオロ・カトロン 教

授（現マンチェスター大学）であった。この時点では筆者でさえ One Additional 

Lineが多少形を変えてでもインドで実現に至るとは思わなかった。その後は「理

論制度設計」でノーベル賞を獲得したエリック・マスキン教授が、2014 年 2 月

14日にオックスフォードを訪ねてくれた際に最もエレガントな「応用制度設計」

の実例として評価してくれるに至った例である。 

 

以下で筆者が展開しようとしているのは、同様の発想で、成熟経済社会において

も損益計算書のフォームに小さな工夫を加えることで、主たるステークホール

ダー間のコーポレート・ガバナンスに関する理解を刷新し、適切な動機づけを行

い、経済に活力を取り戻すことはできないかとの提案である。One Additional 

Line は上記の実際の政策上のイノベーションに加え、損益計算書の役割に関す

る一般的な理論や理解にも再考を迫るものであった。即ち「利益最大化」は経済

学が前提とするほとんど疑われる機会のない原理であり、損益計算書はそれを

中立客観的に写像しているにすぎないと考えられがちであるが、そうではない。
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実は、成熟経済社会化後にも無理な短期利益最大化を強制しているのは、この損

益計算書のフォームではないかという疑問であり、これを修正することでより

サステナブルな経済社会運営が出来ないかとの発想である。 

 

通常の損益計算書は、売上が一番上にあり、売上原価が差し引かれ、更に給料や

研究開発費費用が差し引かれ、ボトムラインとしての当期純利益が計算される

構造である。その当期純利益が企業価値や経営者の名声を測る株価にリンクし

ているという市場ゲームが所与であれば、ほとんどの経営者は利益を最大化す

る以外にオプションがない。売上が頭打ちになった成熟経済社会で、利益を最大

化しようとすれば給料や研究開発費費用を抑えてでも当期純利益を増やし、そ

れを投資家・株主の要求に従って配当するのが自然である。ここで我々が方法論

的に懐疑しているのは、現在の日本の上場株式市場の損益計算書には、そうした

帰結を誘引する危険性が含まれていないかという疑問である。歴史的には、現行

の損益計算書をベースにしたゲームが（少なくとも過去には）トリクルダウン的

な効果も併せて社会の厚生を高めてきた経緯を認める。 

 

しかし、「日本においてはそうした時代が終焉した」、「成熟経済社会を迎えた日

本ではＰＬを中心とした経済・経営運営には限界があるのではないか」と方法論

的に懐疑するには十分な根拠がある（第４章）。およそ 2000年以降、企業の上場

株式市場からの資金調達は減少し、反対に高配当や自己株買いの要求に押され

てキャッシュは勢いを増して企業から株主・投資家へ流出している。成熟経済社

会を迎え売上が伸びない中、苦労して利益を最大化しても、その利益が投資家・

株主に帰属するという制度設計では、従業員と経営者のインセンティブが阻害

される。やがて経営が非効率になり、利益率が下がり、経営が立ち行かなくなり、

株価も下がるというネガティブなスパイラルが危惧される。こう述べると多く

のコメンテーターは「次にはアフリカがある、東南アジアもある」として縮小均

衡論や悲観論を拒絶する 106。しかしポイントはそこではない。本稿の目的はそ

うした不幸な将来を生じないための事前・注意的は制度の設計である。 

 

 
106 付言するに、安易に新興国への投資を語ることは慎まれるべきである。国にはそれぞれの事情がある。

先進国が経験した資本効率性の論理をもって、グローバルに資本を投入すれば世界が豊かになると想定

するのは無責任である。例えばインドには 13 億人の人口があり、その２割、３割が貧困レベルの生活を

強いられている。経済成長の主要ファクターを労働資本と金融資本と仮定し、先進国の経済的な利益のた

めに金融資本を急速に投入した場合に生じうる労働資本に対する影響は何か。また先進国が先に金融資

本（株式）を注入し、インドで創造される付加価値を配当という形で永遠に受益するという制度であれば、

そこで疑問すべき社会倫理的な問いは何か。こうした問いに一瞬たりとも立ち止まったことがないので

あれば、我々は資本効率性のグローバル性など語る資格はないし、現実の政治経済を運営する上では、数

理計算もほとんど役に立たない。 
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長期にわたる市場の停滞を反映し、本研究調査が明らかにしたことの一つは、経

営者の中には資本市場からの退出（非上場化）を検討する者も少なくないことで

ある。ＩＰＯを予定している企業も、上場コストの高さや、上場後の無理な株主・

投資家の要求を危惧して、上場を断念するケースも観察される（4.4 節）。それ

でも、実際にＭＢＯ／ＭＥＢＯ（Management Buyout 経営陣による企業買収 / 

Management Employee Buyout 経営陣に加えて従業員も含んで行う企業買収）に

踏み切る企業は少ないし、ＩＰＯを目指す会社も未だに存在する。 

 

その理由は、上場株式市場が資本市場としてよりは、別の市場として企業経営に

有効に機能しているからである。幾つもの調査によって実証されている通り、

「知名度と取引上の信用の確保」及び「優秀な人材の確保」という、資本とは別

の役割である（節 4.4.1.「発行市場」の役割の逓減）。換言すれば、現代の日本

の上場市場は、希少財としての「資本（カネ）」の供給と需要を効率的にマッチ

ングする市場ではない。「カネ」は既に余剰している。稀少なのは未来を築くア

イディアを開発し、或いは既に成功している高い財サービスの提供を継続的に

供給することのできる従業員であり、そうした従業員のモチベーションを適切

に統率して組織としての社会的な信頼を高めてゆくことのできるリーダー・経

営者 「ヒト」である。従って、現在の日本や将来成熟経済を迎える中国やイン

ドでも、希少財として優遇されるべきは「カネ」ではなく、高い事業遂行能力や

経営ノウハウを持つ「ヒト」でありその動機や遣り甲斐である 107。 

 

ここで、議論先に進めるうえで、制度設計上必要とされる仮の社会ゴールを「経

営者や従業員の給料を増やし、未来を築く研究開発費を増額することである」と

措定しよう。これが何らかの意味で絶対的な真実や価値を反映しているとか、永

久に続く目標であると主張しているのではない。時代の変化、揺らぎ、サイクル

の中で、現在問題になっていることに対処するために、「資本」よりも、「ヒト」

を効果的に動機づける役員報酬や従業員給与を制度設計上の政策目標として措

定してみるのである。将来を見通すにあたって、何ら確固たる証拠を示すことは

出来ないが、「資本（カネ）」の論理が有効に機能していないことが分かり始めた

現在、企図しているのは注意・事前的な態度をもって「ヒト」の論理をもって将

来に備える制度設計である。 

 
107 図表 22 マーケットにおける資金投入と資金回収」エラー! メイン文書しかありません。から見て取

れることは、例えば、2008 年のリーマンショック時に資金が不足した場合に、直接金融市場から資金調

達が行われたことである。2020年の Covid-19危機においても同様の資金不足が生じるかもしれない。し

かし、その場合でも、必ずしも直接金融市場に資金を求める必要はなく、後に事業のサステナビリティを

脅かすほどの高い配当要求に屈する必要はない。極めて低い金利で間接金融市場に十分な資金があり、銀

行は適切に管理された会社に対する貸金の機会を拡大するインセンティブもある。 
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とはいっても、現実的な実行可能性の観点から、現行の制度や実務から大きく逸

脱することは考えていない。そうではなく、One Additional Lineの時と同じよ

うに、現行の制度に小さな変更を加えることにより、先に設定された社会目標に

向けた変化を手助けすることができないか考えるのである。その一つとして、以

下では損益計算書のフォームに一定の変更を加える。資本へのリターンとして

の当期純利益（ボトムライン）から、経営者や従業員や事業自体へのリターンを

適正化するトリプル・ラインへの変更が、経営者や従業員の動機や行動にどのよ

うな変化をもたらすのか考察したい。最終的には大きな変化へと結びつくこと

を祈念するが、導入当初は比較的小さな規模ですぐに始められるような制度設

計を考案している。 

 

S.3. 付加価値分配計算書（ＤＳ: Distribution Statement）による動機付け 

最初に誤解を避けるために明記しておくが、この制度は既存の損益計算書（ＰＬ）

を廃止することを全く予定していない。ＰＬは法的に要求され、様々な制度の基

礎となっており、その廃止など、根本的な変化は望むべくもない。現行の制度で

作成される財務諸表データを組み換えるだけで、ＰＬとは別計算書を作り、経営

はこちらの財務諸表を中心に遂行する。また現行の上場資本市場を廃止するよ

うなことも想定していない。それよりは現行の上場資本市場に並立し、以下に提

案する制度に賛同する企業のみが、自主的に新しいガバナンスを採用し、長期的

には新市場へ移行してゆくことを想定しているに過ぎない。 

 

以下では我々の考える新しい財務諸表、付加価値分配計算書（ＤＳ : 

Distribution Statement）を説明する。新しいアイディアであるので、直観的な

理解を可能とするために、簡単な設例を使って紹介する。かといって全く架空の

会社では現実感がないので、以下では実際の上場自動車メーカー９社の平均値

を用いて、そのような有名上場会社ＡＢＣが存在するものと想定されたい（実際

のトヨタ、ホンダ、日産等の上場自動車メーカー９社の 2018年度有価証券報告

書の数値をすべて加算し、単純に９で割った数字がＡＢＣ社の財務諸表である）。

なお、我々は、自動車産業のみならず上場全社の分析を終えており、例えば、平

均値で言えば、自己資本配当率（ＤＥＥ）の高い食品、通信、医薬、商社、建築、

素材・化学、電機・精密機器、機械産業や個々の企業でも同様のシミュレーショ

ン結果が得られることを付言する。 

 

ＡＢＣ社は現在までは自助努力を重ね、準飽和した国内市場よりも海外市場に

機会を見出し利益を拡大してきた。過去 10 年ＡＢＣ社の業績は順調にみえる。
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しかし今後は中国やインドなどの新興国市場も飽和してゆくことが予想されて

いる。また長期にわたり従業員に十分報いることができなかった経緯、及び新興

国に比べて低い研究開発費が災いし、徐々に利益率が低下して行くことが予想

されている。役員の給与・賞与も徐々に減少しており高いモチベーションは失わ

れ、優れた経営者を内部から育て上げることも外部から招き入れることも困難

である。売上や経常利益や役員給与、従業員給与、設備投資などの推移は図表 31

グラフをＡＢＣ社レベルにサイズダウンしたものをイメージすればよい。 

 

こうした厳しい環境の中、最も顕著でポジティブな伸びを示しているのは配当

である。図表 33に見るように、ＡＢＣ社において、自己資本配当率（即ち自己

資本の部に対する配当金の割合、ＤＯＥ：Dividends on Equity）は 9.29％であ

った（配当には自己株式購入額を含む。含まない場合には 6.04％であった）。こ

れは外国人投資家が議決権行使アドバイザリー会社を通じて高配当と自己株式

の買い入れを要求しており、他の個人投資家等もそれに便乗するために、経営者

がそうした要求に従わざるを得ない状況を反映しているものと想定しよう。近

時はＲＯＥ８％経営が一つのスタンダードとして取り上げられるが、長期金利

がほぼゼロという厳しい環境の中において高い資本利益率や資本配当率を維持

することに困難を感じている。それでも経営者は従業員の黒字リストラや非正

規雇用化を進め、高い利益率を保とうとするが、結果として従業員の士気や会社

への誠心は失われ始めていた。なお、同業他社や、更には他の主要産業でも似た

ような状況が迫っていること想定するとよい。また、ＡＢＣ社のケースは、節

3.2.5 のユニリーバと真逆のケースとして考えてもよい。 
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さてこのような状況下、「全て」でなくとも多くの社中に有効なインセンティブ

を付与する財務諸表にはどのようなものが考えられるであろうか 108。我々の提

案は従来のボトムラインの当期純利益の最大化と高配当をよしとするＰＬに代

わり、経営者と従業員と事業そのものへの公平な付加価値分配を可能にするＤ

Ｓを重用することである。現行の法・規制は今後も適用されるので、通常のＰＬ

はこれまで通り作成される必要がある。しかし、それを単に組み替えてやるだけ

でＤＳという追加のディスクロージャー・フォームを活用し、主要ステークホー

ルダーのインセンティブや行動に望ましい変化が起きることを期待するのであ

る。以下で説明するＤＳの意図に賛同する企業グループや、将来的にはそうした

企業群だけで構成される上場市場を創設する構想にまで拡大することもできる。

いずれにせよ、このフォーマットによるシグナリングを基礎とした動機づけと

ガバナンスを活用した新たな経営、事業の運用を試みる。図表 32は単純化され

たＤＳのモデルである。順を追って説明する。 

 
108 ここで想定している「社中」、主要なステークホールダーは、「経営者」と「従業員」であるが、後に

「政府」も税と社会保障費収入の増加のメリットを受けることが示される。さらに、初見、大きな痛手を

受けるように見える「投資家」も安定配当とモニタリングコストの低減などのメリットを受けることがで

きるから、主要ステークホールダーの多くがそれぞれのメリットを享受しうる。なお、「社中」は、特に

アライアンス・フォーラム（原丈人代表）の用いる用語から拝借している。英語で言うステークホールダ

ーがお互いの対立関係を想定する場合が多いのに対し、「社中」は事業を運営する仲間・同士であること

を表現している。 

図表 33 付加価値計算書 DS 基本モデル 
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通常のＰＬでは当期純利益は最終的な「差」、ボトムラインとして決定されるが、

ＤＳを利用した新しい経営では、最初に「当期純利益＝合意配当額（ターゲッ

ト）」として設定され、ＤＳフォームに記入される。そして当期純利益は、その

期に全て配当として支払われることがステークホールダー間で合意されている

ものとする。長期金利がゼロパーセントの現代にＤＯＥ= 9.29％ではあまりに

株主偏重の分配であるから、ＤＯＥ＝5％で合意し、これを当期純利益とし、且

つこの全てを配当に回すような経営をする。自己株買いを含まない配当だけで

あれば、オリジナルのＤＯＥは 6.04％であるから、支払配当は 6.04％から５％

へ下がるにすぎない。また、この配当保証を例えば今後５年間続けることを公言

するものとする（保証のメカニズムについては下記参照）。読者には各種の疑問

が心に浮かぼうが、まずは、先に進まれたい。 

 

全体的な理解を進めるために、まずは、会社の主たるオペレーションにはほとん

ど何らの変化もないものと想定しよう。これまで通り収益を上げ、社会通念、法

律、商慣習上必要な最低限の費用・債務を先ず支払う（即ち、記入して減算項目

とする）ことは当然である。例えば、通常の仕入れやマーケティングにかかる費

用はもとより、従業員や役員が困窮することなく生活できるレベルの給与「生活

保障賃金給与」は最初から計上され、また法人税や法定福利費も当然計上される

（図表 32おいて、科目の上に赤線のバーが付されているのは最低限の支払いが

求められていることの印である）。また、５％の配当が株主に保証されているわ

けであるが、不測の事態に備えて保険のように毎年「配当保証積立金」を計上す

る設計を試みても良い 109。こうした最低限必要な費用を差し引いた後に、当期

純利益＝ＤＯＥが５％レベルで達成され、且つそれを超える付加価値が存在す

れば、その余剰付加価値は「役員変動報酬」「従業員変動報酬」及び「事業再投

資」として分配する。ここでは「役員変動報酬」「従業員変動報酬」及び「事業

再投資」の３本にしたが、もちろん別の分類も考えられる。例えば「役員・従業

員変動報酬」「未来・事業再投資」及び「社会・環境還元」のような新しいトリ

プル・ボトムラインを考えてもよい。こうしたトリプル・ボトムが、新たな経営

におけるインセンティブとなり、モニタリング及びガバナンスの源泉となるよ

う制度設計してゆく。 

 

 
109 これは制度設計の詳細によるが、内部に留保することも、保険会社と契約することも、新たに創設さ

れる新市場に預け金とすることも考えられる。筆者が希望的に想定しているのは、最後のオプションで、

同上場市場のメンバーシップが増えれば、市場内で保健的な機能もまた、新規参入企業の助成機能も可能

であろう。 
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注意すべきは、こうした変化は 2020年のＡＢＣ社よりは、2030、2040と新興国

さえも需要飽和し利益率が落ち、これまでのような配当が不可能になってきた

段階での、あるいはそれを危惧するステークホールダーの心理を前提としてい

る。創造された付加価値がＤＯＥ＝５％を十分超えるものであれば、役員と従業

員は現在よりもよほど多くの報酬を期待できようが、さもなければ最低の生活

保障レベルの賃金給与しか得られないよう制度設計されている（図表 33のシミ

ュレーションを参照）。もちろん、余りにもボラティリティが高ければ支障も出

ようから、一定のビルト・イン・スタビライザー（自動安定装置）を制度設計に

組み込むことも十分可能であるが、ここでは省略する。 

 

数値で詳細を説明する前に、読者には、ここで経営理論やコーポレート・ガバナ

ンスの哲学上の大きな変化が図られていることに気が付かれたい。これまでの

主要理論はプリンシパル・エージェンシー理論であった。投資家・株主がプリン

シパルで、経営者はそのエージェントに過ぎず、さらに従業員にあってはそのも

とで使われる生産要素でしかないように扱われてきた（従って、従業員は自らが

働く企業の財務諸表さえ読まないという「情報の非対称性」や「（従業員に対す

る）レリバンス・ロス」が生じている）。それは最初に「カネ」を資本として事

業に投入した株主を頂点に置いた理論構成であり、制度設計であり、現在世界的

に広く受容されるに至った企業制度である 110。 

 

しかし、会社を運営するにあたっては「カネ」と同時に「ヒト」も投入され、共

同して付加価値生産プロセスに貢献している。「企業は人なり」と言われるほど

に「ヒト」は重視されるべきであり、そうした企業観の方が日本のビジネス社会

には親和性が高い。上記ＤＳが企図しているのは「カネ」による権力の乱用に一

定の制限を加え、社会の公器たる会社の運営するにあたり「ヒト」の判断と努力

と自ら稼ぐ力を回復しようとするものである。これまでのガバナンスが、投資家

や株主による「外からのガバナンス」であったのに対し、我々が企図するものは

 
110 この「会社は株主のものである」という法的にも社会的にも誤った解釈が横行しているのは、投資家

や株主中心的な思考が不識なＭＢＡ教育やメディアを通じて流布され、機会主義的な利益最大化欲求と

相まって累積的なプロパガンダが定着してしまったためであろう。会社はもちろん誰のものでもない。法

的に社会の公器として制度設計された法人である。株主は株主総会の議決権を有するに過ぎない。その行

使を通じて配当請求権も存在する。また残余財産請求権も与えられているが、これも会社の清算など極め

て特殊な場合に限られるのであって、会社の純財産が株主に帰属するなどということはない。会社の財産

は社会の公器たる会社に帰属する。こうした株主の権利をもって「会社は株主のものである」という解釈

は法解釈としても成立しないし、社会をミスリードしその望ましい運営を阻害する。筆者は初めて民法や

商法を学び始めた時の良き教師の教えを思い出す。初学者や理解の浅い学者はすぐに条文を部分的に抜

き出して物事を解決しようとするが、法律の前に常識が働く。常識的な道徳を曲げるために条文を抜き出

して自分勝手な利益を求めようとすればそれは法規則の乱用に過ぎない（こうした点を再確認させてく

れた高名な経営者の皆様、学術界の重鎮や諸先輩方・同僚・友人に深く感謝申し上げる）。 
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従業員を主体とする「内からのガバナンス」であり、この自律性は制度設計上の

原則により忠実に従ったものである。問うてみればよい。現行の制度の下、主要

ステークホールダーたる従業員は自分の会社の財務諸表を読んでいるかと。新

しい制度、ＤＳの下では従業員に自らのパフォーマンスと財政状態を確認する

インセンティブが付与される。四半期ごとに自分のボーナスがどの様になるか

意識させながら仕事をしても良い。これにより高い動機付け機能が内包される

と同時に、自らに経営のガバナンス責任も負わせる仕組みである。 

 

S.4. 自動車業界データを使ってのシミュレーション 

以下、数値を追って、詳細を確認してゆく。図表 33はＡＢＣ社の数値を用い、

左列に現行のＰＬが示され、右列にＤＳが示されている。右列ＤＳにおいてはＤ

ＯＥを５％で設定し、それを超えて余剰する「分配可能な付加価値（Ａ）」を「役

員変動報酬・賞与（Ｂ）」、「従業員変動報酬・賞与（Ｃ）」及び「事業再投資（Ｄ）」

にそれぞれ、0.5％、59.5％、及び 40％の割合で分配した場合のシミュレーショ

ンである。もちろん、この割合については、一定のルールの下、経営者と従業員

の間で自由裁量性を持たせることができる。 
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この結果、株主への配当は一株当たり 91.89 円から 76.01 円へ減少する。ＤＯ

Ｅが 9.29％から５％に低下した割に一株当たりの配当の減少割合が少ないのは、

ＤＯＥ 9.29％には配当金支払額に加えて自己株買いに要した金額が含まれて

いたためである。実際の株主に支払われる配当金額はそれほど減額されない。 

 

トリプル・ボトムラインのうち「役員変動報酬・賞与（Ｂ）」と「従業員変動報

酬・賞与（Ｃ）」はそれぞれがその年に受け取る報酬である。これに対し「従業

員による事業再投資（Ｄ）」はそもそも従業員変動報酬であったものの一部を会

社に貸し付ける形で事業に再投資するものである。現行の資本市場で言えば利

益剰余金の積立てによる事業再投資に相当するものであるが、利益剰余金が株

図表 34 付加価値分配計算書シミュレーション 
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主による事業再投資として解釈されるのに対し、新しい制度では従業員が会社

に長期の貸し付けをするような形で事業再投資するよう制度設計されている。

その貸付金は、例えば退職時にのみ返還請求することが可能なよう雇用契約を

結ぶことによって、安定した経営資金の提供と、従業員の老後の手当てと、モラ

ルハザードの縮小、会社への忠誠心などを期待することができるよう設計され

ている。 

 

結果として、一人当たり役員報酬は約 6,475万円から約 9,306万円に増加する。

欧米に比べ経営者報酬が少ないことが経営のモチベーションを下げていたり、

優秀な経営者を流出させてしまう事態を招いているとすれば、ここに大幅な改

善を期待できるだけの資金は存在する。もちろんこのような急激な変化を望ま

ないのであれば、分配比率を変えればよい。ここで示したいのは、配当率を少し

変えてやるだけでこれだけ大きな変化を生む資金が用意できるということであ

る。 

 

同様に、従業員一人当たり平均給与は 784 万円から 974 万円の増加で、中途採

用や外からの転職も含め、従業員のモチベーションを刺激するのに十分な資金

が存在する。さらに従業員には退職給与の積み立てに当てられる会社への貸付

金（従業員による事業再投資）が一年間に 456万円も発生する。総額では、かつ

て利益剰余金としての事業再投資が 848 億円であったものが、従業員による事

業再投資として 1,175億円に増加する。おそらくこれは過分との判断であれば、

その一部を経営者と従業員協議の上、他の社中や社会へ貢献するための資金に

充てたり、或いは全く異なる新しい事業へ挑戦するための投資に使用しても良

い。今の日本の企業に必要なのは、遊びであり、挑戦であり、夢にかける贅沢な

資金であるかもしれない 111。 

 

これまで議論してこなかったが、もう一人大切なステークホールダーたる、政府

はどうであろうか。当期純利益が５％に抑えられているので、法人税等は著しく

減少する。しかし、この減少額を補って余りある個人の所得税と法定福利費が期

待される。法人税・所得税・住民税・法定福利費の合計は 1,328億円から 1,646

億円へ増加する（ここでは受取配当にかかる所得税の減少が算定し難く無視し

ているが、影響は軽微であろう）。万国的に法人税率が下がり、また法人による

 
111 なお、本研究調査では、全ての上場企業に自社の数値を使って上記のシミュレーションが実施できる

よう無料ソフトウェアが用意されているので、関心のある企業や従業員は著者のホームページを通じて

連絡されたい。もちろん、ＤＯＥや付加価値分配割合も自由に変更して様々なシミュレーションやシナリ

オ作りが可能である。 
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租税回避行為が横行する中で（図表 33を参照）、個人の所得を増やしたうえで

所得税と法定福利費を中心に国家を運営する制度設計には一定の合理性と可能

性がある。財政赤字を解消し、高齢化社会に必要な社会保障費の財源を確保し、

現代世代の消費者マインドを回復したい政府には興味深い制度設計やシミュレ

ーション・データであろう。 

 

最後に、唯一経済的損失・負担を強いられるように見える、株主・投資家への影

響はどうであろうか。もちろんＤＯＥが 9.29％から５％に下がるので、その負

の側面・損失は認める。しかしその損失をどの程度評価するかには一定の議論が

あろう。というのはＤＳを基礎とした企業統治を実践しているＡＢＣ社に投資

すれば、配当所得補償制度もあり５％の配当が約束されているからである 112。

株価は理論的に安定するし、万国の上場企業から株を選び四半期ごとに監視す

るモニタリングコストやエイジェンシーコストも低くなる。長期金利を十分上

回るリターンが安定的に期待できる永久債のような株式に投資したい投資家は

一定の割合で存在するものと考える。特に 10年、20年後、万国的な準需要飽和・

準完全競争・人口減少が始まり、超過利益が期待できないような環境ではなおさ

ら支持を得られる投資オプションである可能性がある。 

 

しかも、それを選好しないのであれば、従来通りの資本市場で高いリスクをとり

ながら高いリターンを求めればよい。本制度は、既存の上場資本市場を閉鎖する

ものでなく、それを補完する追加的でボランタリーな制度に過ぎない。ＤＳは既

存のＰＬを組み替えることで作成可能である。そのＤＳを用いて主要ステーク

ホールダーとの民主的なガバナンスを目指すこと賛同する企業グループの創設

や、将来的には上場市場の開設は、これまでの財務諸表や上場資本市場の否定で

はなく、それに加えられるオールタナティブであり、オプションの拡大である。

従来の上場資本市場が有効に機能する企業やそのステークホールダーはこれま

で通りの上場資本市場に留まればよい。 

 

S.5. 新しい上場市場の設計に向けて 

ここでは、新しい経営やガバナンスに賛同する企業グループが新しい上場市場

を開設するものと想定し、その市場を仮に「民主経済市場（ＤＥＭ:democratic 

Economic Market）」（「人本市場」や「公益資本市場」とも）と呼ぶことにしよう

（図表 34）。もちろん、新しい市場を開設することには一定の時間も費用もか

 
112 合意配当率は、もう少し一般には「長期金利＋α％」のフォーミュラを想定している。例えば、３年

に一回主要ステークホールダー間で合意されるような制度を想定しているが、別のデザイン設計も可能

である。 
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かる。よって、はじめは自主的な企業グループ、例えば、『公益資本主義グルー

プ』を創設し、意識の高い大学生や従業員のやる気を引き出し、同時に経営に安

定性を持たせることも可能であろう。ただし、ここでは新しいアイディアの理論

的支柱が明らかとなるように、一定規模のＤＥＭを開設したとして、説明を続け

る。 

 

ＤＥＭへの上場は、市場運営者の審査を経て認可される。しかし、その市場運営

者とは既存の証券取引所のように大規模のものでなくともよいし、法的性格も

異なりうる。既存の資本市場運営者は「資本」を中心概念として、その所有者た

る株主へのリターンを最大化という動機づけシステムを通じてより豊かな国民

経済を形成することを使命としてきた。これに対し、ＤＥＭ市場運営者は「人」

や「労働」を中心概念として、事業によって生み出される付加価値をその社中に

民主的・公平に分配する動機づけシステムを通じて経済社会の厚生を高めよう

とするものである。従ってＤＥＭへの上場は主として、会員企業の定款に定めら

れる付加価値の分配制度の公正性と運用における信頼性を中心に審査される。

ただし、そうした場合に、従業員や経営者が反社会的な事業活動によって自己の

利益を最大化しようとする動機をコントロールするために、「より公共的な目的

に資する事業の推進」を上場基準の一つとして掲げるのも市場設計上の一案で

ある。もちろん「より公共的な目的」とは何かということが問題となるが、ここ

でもその時代の社会的批判合理性を用いて客観性を維持するよう設計する（即

ち、通常の民主主義的な会議体を運用することになろう）。 
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既に述べた理由により、事業の持続的成長が危惧されるために、いくつかの企業

が上場市場の鞍替えを企画すると想定しよう（図表 34 の左から右へのベクト

ル）。或いは、ＩＰＯを考えていた未上場企業が既存の資本市場に上場するので

はなくＤＥＭに上場することを選好することを想定しても良い（図表 34 の右か

ら左へのベクトル）。ＤＥＭ選択の主たるメリットは、民主的・公平な付加価値

分配制度を通じたモチベーションの回復と優れた人材の確保である。既存の上

場企業がＭＢＯ／ＭＥＢＯをしない理由、またＩＰＯ準備企業の第一の目的も

新たな資本の獲得ではなく優れた人材と取引上の信頼の確保にあることを考え

れば、ＤＥＭは資本市場よりもより合目的・整合的な構造を擁し、制度設計学上

の原理をより高いレベルで満たすものである。 

 

そして、もしこの市場規模が拡大し、先に述べた「配当保証積立金」がＤＥＭに

留保され配当保証保険のように機能すれば、株価は安定し、また経営にも安定性

が生まれる。例えばある年、会員企業が５％配当を行えないような状況に陥った

場合には、ＤＥＭが２年間に限って配当を保証するような契約をイメージして

いる。その２年の間に株主との協働（例えば追加出資）によって事業の回復を計

図表 35 民主経済市場ＤＥＭの創設 

ここの市場の PLが

DS （図表３３） 
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るなり、或いは事業を清算することも考えられる。いずれにしても、配当保証積

立金の存在によって配当と株価と事業の安定性を確保することを企図している。

配当保証積立金が保険のように機能するためには、会員企業の安定した黒字経

営が前提となる。これは現行の上場企業の約９割が安定配当を続けていること

に加え（図表 27；図表 28）、定期的な上場/退場審査によって企業経営により高

い安定性を求めること、更に保険料や保証期間の工夫が可能であることを考え

れば十分運営可能な制度である。 

 

そうした配当保証をすると、モラルハザードが起こるのではないかと危惧する

向きもあろう。しかしＤＥＭにおけるモラルハザードは株主や投資家のモニタ

リング・ガバナンスによって回避されるのではなく、事業を運営する経営者と従

業員自身によって回避される仕組みである。なぜなら、例えば５％を超えるＤＯ

Ｅを達成できなければ給料が減るし、また企業が倒産するようであればこれま

で積み立ててきた「事業再投資＝退職給与積立金」も消滅する制度だからである。

これまでのような外部の投資家や株主によってモニターされる「外からのガバ

ナンス」でなく、「内からのガバナンス」を推進することで事業運営の自律性を

確立する目的である。 

 

本稿では「外からのガバナンス」でなく「内からのガバナンス」への移行や、そ

うした変化を起こすには十分な資金が存在していることを示すために比較的極

端な例を示している。経営者や従業員の受ける報酬のボラティリティも高い状

態のままに示してあるのも、ガバナンスのドライビング・フォースを明らかにす

る目的であって、実際の制度設計には幾種類ものビルト・イン・スタビライザー

が導入可能である。ただし、本レポートではＤＳと共に開発されるべき人事制度

については紹介する余地がないので別の機会に譲ることとする 113。 

 

この『補論』は応用社会構築主義、或いは応用制度設計の立場から、Account+ing

が経済社会の運営を大きく変えることができる可能性について説明した。イン

ドで法制化・実施された One Additional Lineにもみられるように、新しいデ

ィスクロージャーが経営者や従業員や投資家のモチベーションに与える影響を

 
113 ここは近年における「労使交渉・春闘の不機能化」や「パフォーマンス・ベースの給与」にも示唆の

多い部分である。例えば、近年、従業員（労働者）が交渉すべきは、経営者よりも、投資家・株主ではな

いかという考え方がある。多くの場合、経営者は従業員に手厚く報いたいと考えているにもかかわらず、

法制度や経営実践上の力学の下、経営者は投資家・株主の利益を優先して、従業員に安い給与・報酬を求

めざるを得ない。とすれば、従業員が交渉すべきは経営者よりも投資家・株主であるという発想の転換で

ある。ただし、この結果労働者への分配が多く確保できたとしても、組織内部での合理的な分配が制度化

されていなければ、従業員のモチベーションもパフォーマンスも保証されない。この点は本制度設計の将

来的な課題である。 
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考察した。インドは新興国の例であったが、今度は成熟経済社会でどのような応

用制度設計が可能であるか工夫を重ねている。これまでのところ、One 

Additional Lineと比べて、一行でエレガントに異なるステークホールダーのイ

ンセンティブ・コンパティビリティを達成することが困難なのは、成熟経済社会

における価値多様性の故である。それでもトリプル・ライン化により相当に強い

動機づけが起こる予感はしており、現在実験経済学的な手法やシミュレーショ

ンを使ってデータを蓄積している最中である。 

 

例えば、実際の大学生、約 250名を被験者として、従来通常のＰＬベースで高Ｒ

ＯＥ経営を実践している会社と、ＤＳベースで公平な分配を経営哲学としてい

る会社を比較させ、近い将来の従業員として、どちらの会社に就職することを希

望するか観察している。多くのケースで明らかに後者が選好されるとのデータ

を蓄積し始めている。この事実が確立され、学生の就職活動の指標としてＤＯＥ

やＤＳを通じた適切な付加価値分配割合が用いられるようになると、企業の経

営方針に大きな変化をもたらす可能性がある。むやみにＲＯＥを高めるために

利益最大化を目指すよりも、主要ステークホールダー間で適切な分配を経営哲

学とする会社に優れた人材が選抜され、持続的な経営が実践されやすい環境が

実現される可能性が有る。繰り返すが、この市場は「カネ」の市場ではなく「ヒ

ト」の市場である。「カネ」と共に「ヒト」の遣り甲斐やプライドを回復するた

めの市場設計である。新しい財務諸表ＤＳとそれに基づくＤＥＭ市場の設計は、

世界でもまれにみる試みではあるが、既に中国やインドでは政府関係者との協

議が始まっている。これはそうした巨大新興国が 25年後には既に成熟化を迎え、

日本よりも深刻な成熟化に伴うアポリアを危惧していることを反映している。

日本という成熟経済社会のアポリアが先行して顕在化しはじめ、若者に明るい

将来を予見させることが困難な時代に Account+ing がどのような貢献をなしう

るか、関係各位の屈託のないご意見とご指導を賜りたい。詳しくはスズキ（2020b）

を参照されたい。 
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